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新時代戦略研究所（ＩＮＥＳ）第 40 回研究朝食会

　平成 13 年９月 11 日

　　　　　　　　　　　ホテルオークラ本館２階「エメラルドルーム」

「コイズミノミックス（小泉経済学）で大丈夫か？」

スピーカー　　：前ＯＥＣＤ副事務総長・チーフエコノミスト　 重原　久美春

コメンテーター：第一生命経済研究所特別顧問・前日本銀行政策審議委員　 武富　将

コーデイネーター：新時代戦略研究所代表取締役　近藤　鉄雄

　　

近藤　今日は、先進国のみを参加国とする国際機関、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の

デピュティー・セクレタリー・ジェネラル（Deputy Secretary-General）、副事務総長で、

しかも英語圏外出身者として初めてのチーフエコノミストでもあった重原久美春さんに来

て頂きました。重原さんと私は長いおつき合いです。日銀ご勤務時代にお会いしたり、Ｏ

ＥＣＤパリ本部で会ったりで、いろいろ御指導を頂きました。日銀の政策、そして我が国

の経済政策一般について、問題提起をして頂きたい。長く海外から日本経済を見ておられ

た感覚で思ったことを言って頂きたいとお願いしたわけであります。

　コメンテーターは、武富さんです。皆さん御案内のように、武冨さんは興銀の常務取締

役調査部長から日銀政策審議委員になられた方です。最近まで日銀の金融政策決定の中心

人物でした。現在は第一生命研究所の特別顧問です。

重原　日本の経済政策運営について話をしろというご下命を近藤先生から頂きました。

近藤先生には、国内では私が日銀金融研究所長の時代に、また海外では OECD 経済総局長

であった時代に先生が日本の労働大臣として OECD 労働委員会閣僚レベル会合ご出席のた

めパリに来られた折りなどに、大変お世話になりました。近藤先生からは、「コイズミノ

ミックスで大丈夫か？」という演題で思うままに話をしてみろとのことでございまして、

本日は嘗てお世話になった諸先輩をはじめ各界でご活躍の皆様がご参集のところ、厚かま
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しくも高い席から卑見を申し述べさせて頂きます。先ず冒頭にお断りしておきたいことが

ございます。それは、近藤先生の御設問にお答えするにあたって、“もし私が現在、ＯＥ

ＣＤのチーフエコノミストであったならば、何を言うのだろうか”という観点から、お話

し申し上げようと考えているということです。

１．経済政策運営と政治力学

　これからどちらかと申しますと経済の理屈を中心にお話する前に、近藤先生がご専門と

されてこられた政治がらみのことに関して、一言附言させて頂きます。それと申しますの

も、現実の経済政策運営については、政治力学への配慮なしには論じられないからです。

私は、OECD で国際公務員という中立的な立場で、先進国間の経済政策協力のため政策提

言を行う任務に永年携わりまして、国際政治力学のなかで経済政策協力の有り様が大きく

揺れ動くのを、いやというほど体験して参りました。

　さて、最近、ある外国一流紙の東京特派員が、「小泉総理の側近の人が“小泉氏は日本

のサッチャーだ”と言っているが、小泉氏は日本のゴルバチョフではないだろうか」と論

評しておりました。ご承知のとおり、英国サッチャー内閣は、永年の労働党政権が瓦解し

たあと、これにかわる保守党政権として誕生し、鉄の女史（アイアン・レデイー）と言わ

れたサッチャーさん自身の強力な指導力のもとで、競争原理を重視した一連の経済構造改

革、マネタリズムに基づく金融政策運営、減税の一方で歳出カットによる中期財政改善に

努めました。一方、ゴルバチョフは、ソ連共産党政権の中にあって、共産党のテーゼであ

る社会主義経済体制を壊して市場経済原理を導入しようとしました。小泉総理も、経済改

革を自民党の体制の中からやろうとしている点でゴルバチョフと似ているのではないか、

というのがこの記者の指摘したところです。ただし、ゴルバチョフは、共産党内部の旧体

制維持派（オールド・ガード）から見放され、1991 年 12 月 25 日、丁度クリスマスの日

に失脚しました。小泉さんが果たしてゴルバチョフなのか、サッチャーなのか、これはジ

ャーナリズムの目から見ると面白いテーマでしょう。

　外国における経済構造改革と政治の関わりについて、もう一つの事例を見てみましょう。

OECD 諸国のなかでは、ある意味で一番大きな経済構造の改革を実行した国はニュージー

ランドです。実は、私は旧知のニュージーランド中央銀行総裁ブラッシュ氏と本年６月に

ロンドンで親しく夕食を共にしながら、同国の経験について話し合いました。小泉政権の

構造改革過程とニュージーランドの改革当時の政治力学について比較をしたいと思い、当
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時パリに滞在していた私は、ロンドンに出かけ、スイスの会議からの帰国途上で同地に立

ち寄ることになっていた彼と会う手筈をとったのです。ニュージーランドの改革のスター

トは 1984 年のことでした。永年の保守党政権が瓦解して労働党政権が誕生したところか

ら始まったのです。きっかけは、経済の諸活動に関する規制や社会保障制度の行き過ぎに

伴う経済のヴァイタリテイー喪失、財政の破綻、通貨安定政策の行き詰まりに対して国際

資本市場と外国為替市場が厳しい制裁（パニッシュメント）を加えたことでした。国債発

行に当たって外債市場に依存する面が大きかった同国では、市場の信認確保が発足して間

もない労働党政権の喫緊の課題となりました。当時、経済改革の先頭に立ったのはダグラ

ス蔵相でしたが、強力なエコノミスト達で構成されたチームが彼を支えました。こうして、

市場原理を導入し、民営化、財政再建、中央銀行法の改正による物価安定政策を実施する

と共に、今までの「揺り籠から墓場まで」という社会福祉制度を見直すという、抜本的な

改革が労働党政権下で推し進められたのです。

　国によってそれぞれ、歴史の違い、風土の違い、文化の違いがあり、その中で構造改革

は違った経緯で、違った政治プロセスを経て進められる面があります。従って、日本の経

済改革がどこの国の事例に似ているか、というアナロジーはあまり意味があることではな

いように思えます。

　いずれにしても、近藤先生がいみじくも名付けられた「コイズミノミックス」について

論じるにあたって、その中身は一体何だろうかということが先ず問題になります。私は、

新政権発足当初は、参院選挙戦の過程で何か具体像が出てくるのかと思っていました。新

政策が誕生したのは４月のことですが、いまだに中身がはっきり見えてこない。一体、新

政権下での構造改革の大きな柱は何か？小泉首相はよく「骨太」と言われますが、その中

身は何なのか、私には今のところ分かりません。ですから、今日、近藤先生から頂いた演

題でお話しするに当たって、真正面からポイントを絞って論ずるわけにはどうもいかない

のです。もう一つよく分からないのは、新政権が構造政策とマクロ政策のかかわり合いに

ついてどういう風に考えているのかということです。この点でも、骨太の話をしたいので

すが、現時点では出来ません。従って、これからお話しすることは、皆さんから見ると、

やや百科全書派的なアプローチと思われるかもしれませんが、構造政策、マクロ政策の両

面につきまして、一応ひと当たり私が現在思っていることを申し上げ、それを土台に皆さ

んと議論をさせて頂ければ幸いと存じます。

　話の大まかな段取りといたしましては、これから、まず経済構造改善政策について全般
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的なことを話し、その次にマクロ政策のあり方について私の考えておりますことを申し上

げます。申すまでもなく、マクロ政策手段の第１の柱は財政政策であり、第２は金融政策

であり、第３は為替相場政策です。マクロ政策のところでは、これら３つについて順次お

話ししてみたいと思います。

２．経済構造改革

（生産性向上と社会的公正）

　さて、構造改革の問題ですが、永年の OECD 勤務を終え、フランスから日本に持ち帰っ

た自分のファイルを最近整理しておりましたら、私にとっては思い出のある記事の切り抜

きが出て来ました。実は、1997 年初の「週刊東洋経済」に、当時ＯＥＣＤ経済総局長で

あった私の一時帰国の際のインタビュー記事が「規制緩和は将来への投資だ」というタイ

トルで掲載されたのですが、これを再読してみて、構造改革のポイントについての現在の

私の考えは当時と殆ど変わってないなと思ったのです。ちょっと読ませて頂きますので、

後で皆様のご感想を得たいと思います。

　インタビュー記事には幾つか小見出しがありますが、第１の小見出しは「パイを大きく

が前提」となっています。我が国では、今後５年、10 年で見れば、労働可能な人口が着

実に減り、かわって扶養されなければならない高齢者の人口が確実に増えていく。労働人

口１人当たりの生産性を高めていかないと、大変な時代を招いてしまう。これまで我が国

は多くの分野において欧米に学べばよかったが、この高齢化については日本が一番先端を

行く実験国だ。だから自分たちの知恵で解決していかなければならない。だが、悲観的に

ばかりなる必要もない。高齢者とはいえ、今の 65 歳は昔の 65 歳とは違う。体力的な面で

は弱くても、これまで蓄積してきた知恵があれば十分だ。コンピューターが発達してくれ

ば、力仕事ではない知的な労働に対する需要が増加し、高齢者の知恵を生かせる場が増え

るかもしれない。ただし、終身雇用や年功序列を維持したままで高齢者が仕事を続ければ、

若い人の仕事への意欲は損なわれる。日本企業も能力主義に変わって行かざるを得ない。

アメリカでは、高齢化が引き起こす問題は最終的には成長の問題に行き着くと受けとめら

れているが、日本では、この視点から見た議論が不足しているように見える。公的年金が

どうなるか、企業年金が破綻しないか、そうした問題はもちろん大切だが、より深く考え

なければならないのは経済成長を如何に高めるかということである。厚生年金の利回りが

5.5％を維持できるか？この問題に対する答えは、とどのつまり、今後どれだけ高い経済
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成長が実現できるか、例えば 20 年後の経済の規模がどの程度拡大しているのか、にかか

っている。得られたパイを生産に携わっている者と支えられている子供と高齢者に如何に

分配するかという問題の前に、パイをできるだけ大きくしていくということが重要だ。生

産物のパイが今後とも相当のテンポで大きくなるという見通しがあれば、それを基本的な

背景として年金の予定分配率が決められる。そこをしっかり押さえていかなければならな

い。従って、高齢化に備えて、今後の経済成長力の背後にある労働可能人口１人当たり生

産性を高めることが重要になる。規制緩和も社会の高齢化を考えながら取り組んでいくべ

き問題である。

　第２の小見出しは、「成長ポテンシャルを上げよ」となっています。現在の日本の失業

率はこれまでの水準から見れば高く、また大企業中心に採られてきた終身雇用制の基本的

な枠組みが揺らぎ出しているとはいえ、なお企業に雇用されていても十分に活用されてい

ない労働力が増える傾向にある。しかし、より長い目でみると、高齢化に伴う労働力不足

が必ずやってくる。そうすれば、就業可能な人的資源をどれだけ有効に使うかが重要な課

題になってくる。日本では、海外と競争している部門の生産性は高いが、製造業でも例え

ば保護された農業に関連した食品加工部門では生産性が低い。ましてや、海外との競争か

ら長らく直接保護された部門の生産性は非常に低い。例えば総雇用の 18％を占める流通

業の生産性を競争の促進によって引き上げることが出来れば、他の産業へ労働力を振り向

ける余地が拡がることになる。新規参入を制限し、ある特定の生産部門を保護することに

よって、そこで働く人たちの雇用と所得の維持を図るのが現在のやり方である。これでは

なく、裸の競争をした結果、経済効率と労働生産性が向上する一方で、不幸にして職種の

転換をしていく能力がない人達に対しては所得維持政策が考えられなければならない。現

在の仕組みを守ろうとしているばかりで経済の成長ポテンシャルが落ちてしまうことは避

けるべきだ。内外競争から保護された経済部門が弱くなるだけではない。その部門で生産

されているものは他の経済部門の生産活動にとって投入要素になっているから、ある生産

部門の非効率・高コストは他産業にもマイナスとなる。例えば、運輸業は重要な生産部門

だが、そのコストは日本では非常に高い。電力や通信のコストも相変わらず高い。日本、

アメリカ、ドイツ、フランス、イギリスについて、流通、トラック輸送、電気通信、航空、

電力、この５つの分野について一斉に規制緩和が行われた場合に 10 年後にその国のＧＤ

Ｐがどれだけ大きくなるかということをＯＥＣＤで予測した。すると、５カ国の中で一番

プラス効果が現れるのは日本で、やらなかった場合に比べ 10 年後のＧＤＰは６％程度増
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えるという結果になった。イギリスでは 3.5％程度、アメリカでは１％位の増加だ。アメ

リカはやるべき規制改革を既に殆ど全て実施してしまったし、イギリスもサッチャー政権

の時にかなり改革が進んだからだ。これらの国に比べて、日本は規制緩和の効果が大きい。

財政政策や金融政策の景気押し上げ効果は一時的でしかない。高い経済成長を持続するた

めには、規制緩和によりダイナミックな経済の体質を取り戻すことが大切だ。

　第３の小見出しは、「痛みを如何に和らげるか」。今、この「痛み」という言葉は非常

に流行りですが、経済改革にあって痛みを如何に和らげるのかは極めて重要な問題です。

この点について、私はインタビューでこんなことを言っておりました。規制緩和は将来に

対する投資である。これを今やらなかった場合、日本経済の 10 年後の成長はどうなるか。

やった場合とやらなかった場合、その差を問題にしなければならない。現実に規制緩和に

伴う競争激化の影響を受ける企業や個人から大変な抵抗があることは当然で、そこを如何

に乗り越えるか。例えば規制緩和を進めた場合、職を失う人が出るという問題が確かにあ

る。しかし、例えば、流通業の規制が緩和されると、職を失う人が出る反面、商品の価格

が相当下がる。これに伴って実質的な個人所得は高まり、実質消費は全体として増えるこ

とになる。また、アメリカの航空産業の規制緩和の例で言えば、パンナム（パンアメリカ

ン航空）は潰れたが、競争に伴う航空運賃の低下などから旅客総数が増加し、つれて航空

産業全体で働く労働者総数は、一人当たり生産性の向上するなかでも、増えていった。同

じ会社に勤められなくなるという痛みはあるかもしれないが、あまりにミクロにとらわれ

ると、マクロでどんなプラスが出るのか分からなくなる。ヨーロッパの場合は、構造的な

失業が多く、しかも若年層に集中している。一たん労働市場のインサイドに入った人達は

労働組合や法律によって保護されるが、それ以外の人達（アウトサイダー）は手厚い保護

がされていない。しかも、ヨーロッパの中で市場統合が進み、技術革新も加速すると、新

しい技術を吸収できる人と、比較的高齢で労働コストが高く、昔ながらの技術を使う仕事

しかできない人との間で、労働の需要と供給のミスマッチが起きる。これを如何に解決し

ていくかが問題である。最低賃金規制は既に雇用されているインサイダーの所得を維持す

る効果があるが、特にヨーロッパの場合では標準的な賃金と最低賃金の差が大きくない。

これでは、経済のグローバル化が進み、競争が激しくなれば、企業は新たな雇用をヨーロ

ッパのなかで行うことは見合わせ、労働節約的な投資をして労働から資本への代替を進め

ることとなり、ヨーロッパ域内の労働需要が減ってしまう。この結果、失業が増える。失

業手当が給付されるが、これが平均賃金と比べかなり高く、しかもまた給付期間が長いの
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で、働きたいという意欲が失われる。成長のポテンシャルが弱まる。すると税収が減り、

財政赤字になる。国債の消化にあたる資本市場に圧力がかかり、長期金利が上がる。金利

が上がれば民間投資が伸びない。経済成長率が低下し、労働需要も弱まる、一端失業者が

生じると、仕事をする意欲が薄れ、構造的失業に繋がるという悪循環が起きてくる。それ

では、最低賃金のバーを低くして、企業がそれぞれの労働者の能力に応じて給料を支払う

形にしたらどうか。しかし、これでは給料格差が大きく開く。アメリカより社会的な連帯

を重視するヨーロッパではなかなかとり得ない選択である。

　最後の小見出しは、「能動的な労働政策を模索」。そこで、労働政策を受け身の政策（パ

ッシブ・レーバー・マーケット・ポリシー）から能動的な政策（アクティブ・レーバー・

マーケット・ポリシー）に変えたらどうか、という議論がされている。例えば、失業者に

手当を支給するが、ある程度強制的に職能訓練を受けさせ、働いてもらう工夫をするとい

うようなことだ。また、税の仕組みでいけば、ネガティブ・インカム・タックス、すなわ

ち、一定の所得の水準に達していない雇用者に対して「マイナスの所得税」を課す仕組み

が出来ないかということも検討されている。国がやるべきこと、地方公共団体がやるべき

ことなど、雇用対策の色々なものをワンセットにしてパッケージで考えないと、規制緩和

は人々に受け入れられない。ところが、日本の場合は、各省庁がばらばらに色々なことを

打ち出している。全ての政策課題を横断的に見る機構を作り、官僚ではなく、政策アドバ

イザーのレベルで改革を進めることが大切だ。子孫のために十分な投資をしたことに対し

て、我々は祖先に頭を下げたい。現在の日本人も将来の社会をよくするために今何をする

べきか、冷静に考える時に来ている。

　以上が１９９７年初のインタビュー記事の内容です。さて、技術論には入らないで大ま

かに申し上げた当時の私の問いかけに対して、皆さんは今どういう風にお答えになるので

しょうか。小泉総理大臣以下、政府の方々がどういうふうにお考えになっているのかも、

伺いたいと思います。ＮＨＫの日曜討論等を聞くのですが、私に言わせればその議論の大

半は時間の空費に思われます。もっとしっかりした経済政策論議が行わなければならない

と、日本に帰ってきて痛切に感じております。

（雇用対策）

　雇用対策という問題は構造政策の一部ですが、先週の NHK 日曜討論でも雇用対策のこと

を各党の代表者が色々議論されておりました。私はこれを見ても残念に思いました。何故
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かと申しますと、日本の対応の遅れを強く感じたのです。私は 1992 年 5 月にＯＥＣＤの

経済総局長に就任した直後、チーフエコノミストとして初めて閣僚理事会に臨んだのです

が、その時に、欧州やアメリカの閣僚方が一番心配していたのは高失業でした。政党派を

超えた中立的な国際機関である OECD の立場からこの問題を研究し、政策提言をしてくれ、

と閣僚方から言われました。私は確かに、ＯＥＣＤチーフエコノミストとして、よく内外

のマスコミなどで、ナンバー３だと紹介されました。事務総長、副総長、その次はチーフ

エコノミストという訳です。このポストにある者が OECD で経済問題について一番の実権

を持っているとも言われました。しかし、雇用の促進と失業の解消に関する問題を検討す

るに当たっては、経済総局の博士号を持った１００人以上のエコノミスト頭脳集団を動か

し、経済問題として取り扱うだけでは十分でありません。当然のことながら、他の部署で

社会厚生政策を担当している同僚、教育政策を担当している同僚、そして税制・資本市場

制度、ベンチャーキャピタルの役割とか、そういう制度がらみの問題を担当している同僚、

など関連部門の者も集まって取り組まなければならない研究テーマです。これが出来る国

際機関は、先進国の政府が取り組んでいる軍事以外のマクロとミクロの政策課題を幅広く

検討する優秀な専門家を多く抱えたＯＥＣＤ事務局しかない。

そういうことで、チーフエコノミストとしての私は、他の専門部局長以下のスタッフと協

力して、この大問題の解明に当たりました。難しい問題でした。OECD の数多くの関連委

員会での討議や経営者・労働組合諮問委員会での意見交換などのプロセスを経て、納得の

行く内容の最終研究報告を閣僚理事会に提出するのに２年かかってしまいした。この間、

大変膨大な研究資料が公刊されましたが、お忙しい皆さんには是非“OECD Jobs Study”

（1994 年）として発刊された小冊子を読んで頂きたいと思います。

　OECD が研究を始めた１９９２年当時、日本の労働省等の方々は、これは自分の国の問

題ではないという感じでした。私は、「そういうことではない。雇用問題、特に労働需給

のミスマッチはグローバリゼーションの進むなかで、日本でも絶対起こってくる」と申し

ておりました。グローバリゼーションが進み、アジアの新興工業国や中国等々が日本の競

争相手として力をつけてくれば、そしてまた日本の規制緩和などによる国内競争が進めば、

雇用のミスマッチ問題などが深刻になってくる。これについては、今から、教育問題など、

人材育成のあり方まで含めて、日本が早くからちゃんと対応しないと大変なことになる。

こういう風に私は当時から思っていたわけです。

　さて、雇用対策についても詳しく卑見を申し上げたいのですが、それをやっていますと
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時間がなくなりますので、正に小泉総理の云われる言葉で申しますと「骨太」の柱だけ申

し上げます。より詳しくは、是非皆さん、この小冊子を読んでください。ＯＥＣＤ東京セ

ンターに行かれれば必ずあります。ＯＥＣＤでは、この中で９項目提言というものをやっ

ていますが、これを更に要約しますと、次のようになります。

　第１は、適正なマクロ経済政策の運営ということです。

　第２は、技術ノウハウの創造と伝播、すなわち技術のクリエーション・アンド・デイフ

ュージョンです。

　第３は、労働時間の弾力化です。ＯＥＣＤの諮問機関には、労働組合側の団体としてＴ

ＵＡＣがあり、民間企業経営者サイドの方々は BIAC という団体を形成しております。こ

の第３の柱は、パート・タイマーやいわゆるワーク・シェアリングの問題などを含めて、

労働組合側と経営者側の諮問会議でものすごく論議を呼んだテーマでした。

　第４は、起業です。新しい企業を興していく環境の整備。これにはベンチャーキャピタ

ルの問題などが含まれます。

　第５は、賃金・労働コスト形成の弾力化です。労働需要に影響を及ぼすコスト要因は、

賃金だけではありません。企業が人を雇用するに当たっては、賃金以外の労働コスト(い

わゆるノン・ウエイジ・レーバー・コスト)も重要な決定要因となります。企業は雇用に

当たり、社会保険などの企業負担金も払わされます。日本の企業の場合は、それに加えて

低家賃の社員住宅の提供とか交通費とかの支払い負担もあります。賃金形成の弾力化に絡

んで問題となるのが最低賃金規制の見直しです。最低賃金の規制対象をどうするか、最低

賃金のバーをどういう水準にするか、規制を全国一律とするか、職種・職能別にどうする

か、といった問題があります。

　第６は、雇用保障制度の見直しです。ここでは、既に雇用されて身分が保障されている

インサイダーとそうした保障のない雇用形態の人（例えばパートの人）、更には現在雇用

されていないアウトサイダーとの間の公平の問題が出てきます。やはり、雇用機会の均等

化の観点からすると、インサイダーとアウトサイダーとの間の差別をなるべく少なく取り

扱うとの提言が出てくるわけですが、こうした提言に対して労働組合側から強い反発が出

てきたのは当然のことでした。

　第７は、能動的労働市場政策（アクティブ・レーバー・マーケット・ポリシー）の拡充

です。既に申したとおり、失業した人達に受動的（パッシブ）かつ自動的に失業手当を支

給して生活保障をするというのだけでは十分ではありません。その人達の再雇用に役立つ
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職業上の訓練を失業手当支給とセットで行うことが能動的な政策の一つの柱です。

　第８は、就業者の技術と資質の向上です。これは、今流行りの情報通信技術なども含み

ますが、グローバリゼーションの下での語学という問題もあります。日本の第２公用語と

して英語を使用するという議論がありますが、私に言わせれば、先ず母国語である日本語

で論理的な思考力・表現力を磨くことが第一であり、しっかりと筋道を立てて（そして主

語を常にはっきりさせた）日本語で話を出来る人の意見は、外国語の発音が少々変でも、

また文法上の間違いがあっても、外国人はちゃんと聞いてくれると信じています。日本が

今後生きる道は外国との広い意味での交易のなかにあると思いますが、ここで言う交易の

対象には、モノだけでなくサービスや技術も含みます。それを円滑にやるにはコミュニケ

ーションが必要になります。そして、これをより確実にやるには、日本語で明快に考えを

発表出来る能力のほか、それ以外の言語を知ることも大切です。これは、日本語以外の言

語で日頃発想している外国人の考え方の背後にあるものを理解するのに役立ちます。英語

は勿論、今後は中国語も重要になりましょう。もっとも、中国の経済エリート層の人達は

英語の堪能な人が増えています。また、現在、例えば、北京大学では希望する学生は全て

米国留学が出来るという話も最近聞きました。それからみると、日本は大変立ち遅れてい

ます。

　第９は、失業保険制度の見直しです。失業手当の給付はあまりに寛大なものではいけま

せん。現在、日本では、失業保険の給付期間を延ばそう、失業保険金を増やそうというこ

とですが、こういう配慮と失業者の就業意欲維持とのバランスの取り方が難しい。実践論

としては、それぞれの国によって違いが出てくるところでしょう。私は、開発途上国の政

策当局者に会う時には、欧州の失業保険制度の行き過ぎの失敗を繰り返すなと助言するの

です。欧州諸国のように、失業率がまだ低い過去の時代にあまりに寛大な制度を作ってし

まい、やがて失業者が労働意欲を弱め、職業上のスキルも失って、構造的な失業者が大量

に発生した後で、失業保険制度の行き過ぎを是正することは至難のことです。あなた方の

国にはそういう制度は現在はない、日本も嘗てはなかった、これから所謂ソーシャル・セ

イフティーネットを構築するに当たっては、社会的公正の配慮と経済効率の要請のバラン

スをよく考えないと、欧州のような失敗が生じますよ、と途上国の政策責任者に私は申し

上げるのです。

（金融機関不良債権処理）
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　実は、今日ここに来る前に、本日の日経新聞「経済教室」の欄を見ていましたら、東大

教授の吉川さんが、小泉政権の経済政策運営のあり方について、大変バランスのとれた見

解を書いておられました。吉川さんは、今から１０年ほど前、日銀の金融研究所長をして

おりました私が編著者となって有斐閣から発刊された金融政策の理論と実践に関する本の

第１章の執筆を担当された方です。私は、金融政策を語るに当たっては、まずマクロ経済

理論全体の最近の展開について論述すべきだと考え、本の章立てを考えたのですが、その

第１章の執筆の最適任者として出版社側から推薦があったのが吉川さんでした。今、吉川

さんは内閣府で御活躍です。小泉総理は非常にいい人を得られたと私は思っています。

　吉川さんの日経論文の主旨をここで御紹介します。ポイントは「日本経済の抱える問題

が本質的に需要不足である以上、純粋にサプライサイドの政策は解決になりえない。しか

し、必要なのは持続的な成長であり、従来型の景気刺激策を追加するのは無意味だ。」と

いうことです。これは全く正しい主張だと思います。問題はこの主張をどういう風に現実

の経済政策に反映していくかということです。

　マクロ経済政策の柱は、先ほど冒頭に申し上げたとおり、第１は財政政策、第２は金融

政策、そして私に言わせれば第３は為替相場制度（固定平価制度、変動相場制度など）の

選択、更には変動相場制度の下での為替相場運営政策です。金融機関不良債権の処理政策、

そして広い意味での金融システムの健全性維持政策をどこに位置づけるかというのはちょ

っと難しく、構造政策とマクロ政策の接点のところで議論したほうがいいような気がしま

す。今日は時間の関係もあり、この問題については最初のプリゼンテーションでは簡単に

触れるだけにして、コメンテーターの御発言の後で、もし時間がありましたら、もっと十

分に議論させて頂きます。

　今日の日経新聞の記事によりますと、柳沢大臣は、企業の過剰債務の処理問題に官の介

入は困難であるとし、産業再生委構想に反論されたと報じられております。「産業再生委

員会は、企業の情報をすべて得て、その生死の区別をつける神様のような目を持っている

わけではない。民間で出来ることは民間にさせることが大切で、ここは我慢のしどころ」

というお考えのようです。９日のＮＨＫの討論会でアサヒビール名誉会長の樋口さんが言

われておられるようですが、再生可能な企業を支援する狙いから産業再生委員会を作ると

いう構想に対して、柳沢大臣は反論されておられるように、新聞報道で拝見する限りで、

理解いたしました。私は、柳沢大臣のおっしゃっているとおりだと思います。個別融資案

件の処理問題はなるべく民間に任せろということです。公的資金が入るにつれて、官の介
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入がある程度入るのは避けられませんが、構造改革をやろうという主旨からすれば、民間

の市場原理を出来るだけ尊重すべきだと思います。私は近く渡欧し、日本経済に関する講

演をするほか、イングランド銀行総裁や国際決済銀行総支配人らとこの問題を含めて個別

面談で意見交換の機会を持って参りますが、恐らく海外の人が見ますと、日本の不良債権

処理の方向付けはよく分からないのではないかと思います。情報不足からジャパン・プレ

ミアムが再発したり、国際金融・資本市場で日本発の混乱が生じないよう願っております。

３．マクロ経済政策運営

（１）財政政策

　その辺で、マクロ政策の話に移らせて頂きます。マクロ政策の第１の柱は、財政政策で

す。この点で、先ず申し上げたいのは、国内民間投資が落ち込んだ時に、個人消費喚起の

減税策よりも公共投資の増強策を中心に国内投資・貯蓄のバランスを維持しようとして今

までやってきた政策の方向は間違っていたわけではないということです。

　私は、民間部門の投資・貯蓄バランスが崩れた場合、金利のメカニズムがうまく作動す

る限り、財政政策よりも金融政策の能動的な活用によって経済のバランスを取り戻すのが

基本的に望まれると考えています。こうした観点からすると、１９８０年代後半の民間設

備・住宅投資ブームの行き過ぎをマクロ政策、特に日銀の金融政策でくい止められなかっ

たのか、という問題があります。当時、OECD の経済政策調査局長であった私が、日銀の

政策について、主要先進国の財務省次官、中央銀行副総裁クラスで財政・金融・為替相場

政策の国際協力について議論をする OECD の部会（いわゆる第３作業部会）の席上、早期

引き締めを訴えていたことは、このほど英国で出版された国際経済協会コンファランス議

事録に掲載された私の論文にも書かれております。当時のような民間投資の行き過ぎがな

ければ、その後の民間投資の大幅な落ち込みもなく、従って公共投資の極端な増強策も必

要なかった、という議論が出来ましょう。しかし、公共投資について言えば、景気対策と

いう配慮は別としても、高齢化社会が進む前にもっと増強しなければならない案件がまだ

一杯あると思います。大都市の住環境の改善はその最たるものです。

　私が OECD 経済政策局長から日銀の金融研究所長として日本に戻ったあと、湾岸戦争終

了直後の 91 年３月に、経済情勢判断のための日銀内部の役員連絡会が開かれました。席

上、私は率直に、「民間投資活動の反転下落の長い調整過程が始まるだろう。日銀は早急

に金融緩和をすべきだ。」と申しました。民間市場は、こうした日銀の行動を期待してい
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ませんでした。また、当時の日銀調査統計局の意見によれば、日本経済は在庫の積み増し、

景気の若返り上昇の局面に入りつつあるということでした。私はそういう見解に異を唱え

ました。そして、金融政策当局は将来を的確に予見して、早め早めに手を打たなければな

らない、と主張しました。確かに、民間市場が期待していないことを行うのはリスクの大

きなことでした。半年後、９１年９月の日銀に於ける情勢判断役員連絡会において、私は、

「民間投資・貯蓄バランスの動向を見通すと、国全体としてのよりよい投資・貯蓄バラン

スを確保するため、公共投資を増強する計画を策定する時期に来ている。しかし、バラま

き型の公共投資では駄目だ。投資効率を重視した配分にする必要がある。」ということを

日銀は政府に対して提言しなければいけない、という意見を述べました。大規模な民間資

本ストック調整のなかで、デフレを避け、真の物価安定を図ることは、金融政策だけで出

来るものではありません。財政政策という需要管理政策も重要です。後者の動向にも日銀

は目を配り、財政政策について意見を政府に具申するつとめがある、物価安定の守護神で

ある日銀は、政府に対してはっきり物を言わないといけない、というのが、国際公務員と

して政策提言を加盟国当局に対して行う仕事に携わってきた私の率直な気持でした。

　９１年９月の日銀役員連絡会に於ける発言の直後、私は OECD チーフエコノミスト就任

の勧誘を当時のペイユ事務総長自身から直接国際電話で承け、熟慮の上、彼の招請に応ず

ることを決意しました。私は、翌年 OECD に復帰してからも、メリハリのついた、そして

経済効率と社会的外部効果の観点に立った選択的な公共投資の増強、そして公開入札など

による工事単価の引き下げによる財政資金の有効利用などを日本の財政当局に訴えました。

さる幹部から、「内政干渉だ。日銀に文句をつけてやる。」と、東京からパリへの国際電

話で怒鳴り込まれたこともありました。もっとも、私の真意を理解してくれた幹部も少な

からずあり、手紙を寄せ、勇気付けてくれる人もいました。

　勿論、財政政策はマクロ政策という側面以外の顔も持っています。財政政策は、同時に、

地域間の所得格差の是正、仕事の機会をある程度均衡にするという意味で、社会政策の一

翼を担って来ました。雇用政策のところで申し上げましたように、社会政策上の配慮が重

要なことは勿論です。しかし、それは本来、直接的な所得維持措置、税制措置、既に申し

上げた能動的な労働政策、などによって対応すべきものだと思います。

　社会的な配慮という点からしますと、特に都市部の住環境の整備は喫緊の課題です。日

本でも、このごろ住宅だけ取り出してみると、立派になってきました。しかし、建物の前

にある道路には、素晴らしい車が走っているのに、車道とは段差をつけた歩道が殆どない。
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車道と歩道は単に白線によって区切られているだけで、しかも、白線内の歩道部分には電

柱が林立している。このため、車椅子の人が通るには車道の方に出なければならず、大変

危険です。日本では、私的所有権の保護が強い（強すぎる）から、住宅地の道路が狭いの

はなかなか直せないのかもしれません。しかし、少なくとも道路の片側だけでも歩道をち

ゃんと段差をつけて作り、そして、幅員が足りないのなら、一方通行にしてしまう配慮が

何故もっと徹底しないのでしょうか。これからは高齢化に伴い介護を要する人がもっと増

えるでしょう。そういう人達も、外気に触れ、自然の営みを肌で触れたいと思うでしょう。

こういう人達が外に車椅子で気軽に出て行けないような住環境では、日本は先進国と言え

ないのではないでしょうか。こういう問題は、もう 20 年も 30 年前からも存在していまし

た。私は３０年以上前にフランス留学から帰国して、この国の住環境は何時になったらフ

ランス並みになるのだろうかと思いました。その後、道路は何度となく掘り返えされまし

た。その度に国民所得統計上は公共投資が行われたことになります。こうしてフローとし

ての道路工事が重ねられ、毎年、工事にあたる会社の収益と従業員の雇用と所得の維持に

は役立ちました。しかし、ストックとしての道路が都会に住む国民に提供する便益はそん

なには増えていないのです。地震の多い日本で、変圧器などを歩行者の頭上高く載せた電

柱が林立している光景は美観を損なっているだけでなく、身に対する脅威のように思える

のは、私の感覚が異常なためなのでしょうか。何故、都会の電線の地下埋設を求める声が、

石原東京都知事だけでなく、もっと拡がらないのでしょうか。皆様に議論を吹っかけるた

めに、敢えて社会資本整備の遅れの具体例を挙げさせて頂きました。繰り返しになります

が、私は、都市整備そして住環境の改善のための公共投資は今後とも非常に重要だと思い

ます。要は、社会的外部経済効果も考慮して、質のいい公共投資を着実に増やす一方で、

所得維持等が主たる狙いとなっているような工事案件は公共投資以外の措置で対応すべき

だ、ということです。

　次は減税です。これについても、私は OECD の立場から色々提言してきました。やはり

長い目でみると、個人所得税の課税ベースを拡げること、そして間接税率を上げる必要が

あると思います。そうすると、所得水準の比較的低い人が困るのではないか、という反論

がありましょう。私は、可処分所得の少ない勤労者には、前に申し上げたネガティブ・イ

ンカム・タックスを適用することも考えるべきだと思います。賃金水準が低くても働いて

いる人々を私達は立派な市民として尊敬しなければいけません。どんなに賃金が低くても、

最低賃金のバーが低くても、働く意欲を持っている人を大切にする。そして、社会連帯（ソ
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ーシャル・ソリダリティー）の観点から、所得の比較的多い人達が、社会構成員全てのシ

ビル・ミニマムを確保するため、国・地方公共団体などを通じる所得再分配政策に協力す

ることが、日本国民として大切なことだと思います。

　証券税制ということもこの頃議論されています。これについては、短期的な株価対策と

いうことではなく、やはり長い目で見た資本市場の健全な育成という観点から議論をして

貰いたいと考えております。

　財政政策について、もう一つだけコメント致します。それは、30 兆円という国債発行

額のシーリングについてです。これが小泉総理の言われる骨太な政策の一つの柱なのかど

うかは存じません。もし、ご参集の方々の中にこのシーリングがどういう根拠からで出て

きたのか知っておられる人がいましたら、お教え頂きたいと思います。財政収支のあり方

については、経済の教科書的に言えば、基本的には一国の民間投資・貯蓄バランスの現状

と予見できる将来の姿、そして高齢化が更に進む将来の財政ポジション、などを考慮に入

れながら策定すべきものです。そして、短期的には、景気が悪くなって税収が減る一方、

失業手当支給等の歳出が増えることなどから、原計数でみた財政収支尻が悪化しても、こ

れを相殺するような財政緊縮措置は採らない、言い換えれば、財政の自動安定装置（ビル

ト・イン・スタビライザー）の作動を容認することが大切です。景気循環要因や特殊要因

などの影響を勘案しないで、表面計数として捉えられた財政赤字を 30 兆円で抑えるとい

うことは、財政政策の弾力性を損ない、この面からデフレを悪化させる危険があります。

　英国フィナンシャルタイムズ紙の本年５月 15 日号に私の寄稿文が載っています。そこ

で、日本の財政収支改善の中期数値目標は景気循環などの要因を捨象した構造収支のベー

スで策定されるべきだと提言しました。その後、邦文では、７月１０日の日経新聞「経済

教室」掲載論文のなかで、この点も含めてマクロ経済政策の当面の課題について論じまし

た。更に、７月下旬のジェノワ・サミットを前に、日・米・欧の国際経済協力のあり方に

関する論文をジャパン・タイムズ紙の７月 12 日号およびフランスのレ・ゼコ紙の７月 18

日号に寄稿した際にも、日本の財政再建の戦略について同趣旨の主張を行いました。

　９月９日午前のフジテレビで中曽根元首相が「国債 30 兆円を超えてもやむを得ない」

と言われたということですが、私は短期的にはそういうことだろうと思っております。た

だし、財政再建のため、中期的な数値による数値ルールを、構造収支で見た財政赤字を徐々

に下げていくというタイムパースを描くかたちで、はっきりと提示することが大切だと思

います。
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（２）金融政策

　次は金融政策です。ＯＥＣＤには金融政策高級専門家会議というグループがあり、大体

10 カ国の中央銀行の副総裁あるいは役員といった人達を１年に１度集めて、全くのフリ

ー・トーキングをやっております。私はＯＥＣＤの政策調査局長、それから経済総局長・

チーフエコノミストとして総計７年ばかり、このグループの議長をやりました。また、そ

もそも１９７０年初から７４年末までの第１回の OECD 勤務中は、金融調査課のエコノミ

スト、課長補佐、そして課長としてこの会議の検討資料の作成など準備作業に携わりまし

たし、日銀に復帰してからは、日銀の代表としてこの会議に出席することも多くありまし

た。こういう次第で、学者の議論ではなく、実践で悩み悩んでいる中央銀行の連中が情報

と意見の交換をやる場として、１９７０年に発足以来、このグループの作業に関わってき

た期間の点では、私が最長記録を持っており、それだけに欧米の中央銀行仲間からは、「こ

のグループは重原のベイビーだ」とも言われ、大変愛着のあるものとなっていました。こ

の会議では、日本でも現在議論されているインフレ目標に関する各国の経験なども含めて、

幅広い議論が行われて来ました。こうした議論をも踏まえて、日本の金融政策のあり方に

ついて考えていることをこれからお話します。

（金融政策の目標）

　さて、インフレ目標というのは、日本では専門家の議論だけでなく、この間の「週刊朝

日」が２ページも割いてコメントしているほど、一般の関心事になっています。本日の会

合には金融の専門家の方もおられますほか、幅広く産業界でお働きの方もおられますが、

議論を整理するため、まず金融政策の目標をどういう風に概念規定するかということから

申し上げます。

　金融政策の目標には３つ位の段階があります。この点は、既に 1970 年の初めに欧米で

は議論されています。手前味噌のようで恐縮ですが、日本で初めてこれに関する本に出版

したのは、最初の OECD 勤務を終えて７４年末に日銀に復帰した私でした。金融財政事情

社から発刊された「金融政策と景気調整」という本です。これは、OECD 金融調査課長で

あった私とコペンハーゲン大学テイゲセン教授の共著として OECD から出版された英文報

告書を私が邦訳したもので、その時、序文を書いて下さった方が現在の日銀総裁、当時外

国局長であった速水先輩です。この本のなかで、金融政策の目標について３つの段階を追
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って説明がされています。１番目は最終目標であり、２番目が中間目標であり、３番目が

操作目標です。中央銀行のいわば庭先にあって、公開市場操作などの金融政策手段によっ

て操作しようと思えば比較的容易に、しかも短期間のうちにコントロールできる金融変数

が操作目標と言われるものです。例えば、短期金融市場金利などがその代表例です。その

実現により時間がかかり、実現の精度も操作目標ほどに正確にはいかない金融変数が中間

目標とされます。通貨供給量（マネーサプライ）や銀行貸出総量、企業の資金調達金利な

どがその典型とされています。そして最終目標は、中間目標の達成を通じて、さらに間接

的に、しかもより長い時間を懸けてはじめて実現されるものとして性格付けられます。経

済全体の需給バランス、物価動向などがこれになるわけです。なお、「物価の安定が中央

銀行の最終目標である」とよく言われますが、これは実は一国の政府レベルでみた経済政

策の最終目的である「国民の経済福祉生活水準の持続的向上」のために重要な一つのプロ

セスに過ぎません。一般物価の安定の中で個別物価の相対関係が変わると、相対物価の上

昇した財やサービスの需要量に較べてその供給能力が不足しているというシグナルが、一

般物価の上昇時よりも一層明確に市場経済参加者に伝わり、これが資源の最適配分そして

中長期的な経済成長を促進し、国民の経済福祉水準の持続的な向上につながると考えられ

る訳です。また、諸々の経済活動に関する契約は、不測の物価変動の影響を捨象するため

インデックセーション付きで行うことも出来ますが、通常は名目値ベースで行われます。

金銭貸借、土地や家屋の賃貸契約等は大抵名目値による契約ですから、債権者と債務者の

間で不測の購買力の移転が起こらないようにするためには、物価の安定が大切です。中央

銀行はこうした観点から、その責任を全うすべきものとされています。

　金融政策の最終目的が物価の安定であることは OECD 加盟先進国のコンセンサスとなっ

ていますが、言われているインフレ目標というのはこの３段階で分類した場合に何処に位

置することになるのでしょうか。これは最終目標ではありません。実はマービン・キング

という私の昔からの友達で、もともとロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）

の教授であった人がいます。彼はやがてイングランド銀行に理事として入行し、そこでイ

ンフレ目標の設定とその達成にあたって理論的な支柱を作り、スタッフを鍛え上げ、マク

ロ金融政策担当の副総裁として活躍中です。やがてサー・エディ・ジョージの後の総裁に

なるだろうと評判の高い人物です。私は１９９６年春、ブンデスバンクのティートマイヤ

ー総裁（当時）に招かれまして、当時のブンデスバンク理事・チーフエコノミストのイッ

シング教授（現在、欧州中央銀行理事・チーフエコノミストとして活躍中）の還暦記念講
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演会で講演をすることになりました。私の役割は、基調講演を行い、金融政策の枠組みに

関する各種のオプションについて幅広く論じることでしたが、その後、キングがインフレ

目標政策を論じ、それから為替相場目標政策について、今のオランダ銀行総裁のヌート・

ウェリンク（当時金融政策担当理事）が論じました。ウェリンクも私の１０数年来の友人

です。この時の講演記録はその後、ブンデスバンクの編纂によって公刊されましたが、そ

の中でキングが言ったのは「インフレ率の数値目標というのは金融政策の中間目標であっ

て最終目標ではない」ということです。それは当たり前と言えば、当たり前のことです。

物価安定そのものではないのですから。インフレ目標値を例えば３％に設定した政策は物

価安定策ではなくて、物価安定の実現に至る過程での政策と性格付けられるものです。英

国は、インフレ率が高いところから始まって、それを下げていくための方策として、イン

フレ目標を採用したのです。これはあくまでも物価安定のための中間目標であります。

　それから、ブンデスバンク講演会の話のところで、ウェリンクがもう一つの金融政策目

標として為替相場について論じたことを申し上げました。ここでご注意頂きたいことがあ

ります。それは、為替相場は中間目標であるだけでなく、操作目標である面もあるという

ことです。為替相場を狭い変動幅の中に固定する制度にせよ、クローリング・ペッグと言

われる狭い変動幅の中に為替相場を固定しながら、時間の流れのなかで徐々に為替相場を

変動させる制度にせよ、あるいは管理変動（マネージッド・フロート）と言われる、為替

相場の変動幅を予め設定しないものの、市場介入等によって特定の水準近辺で相場変動を

出来るだけ小幅に抑える制度にせよ、こういう政策は基本的には、自国通貨の対ドル相場、

あるいは欧州の国でしたら例えば対ＤＭ相場（そして最近では対ユーロ相場）といった２

通貨間の為替相場の操作によって実施されます。こういう２通貨の間の為替相場は金融政

策の操作目標となり得ます。しかし、実体経済活動や輸入物価全般に影響を与えるのは、

数多くの貿易相手国の通貨バスケットと自国通貨の交換価値、いわゆる「実効為替相場」

（エフェクテイブ・エクスチェンジ・レート）です。もっと正確に申しますと、実体経済

活動に影響を及ぼしますのは、貿易相手国全体のインフレ率の加重平均と自国のインフレ

率の相対関係をも勘案した「実質・実効為替相場」（リアル・エフェクティブ・エクスチ

ェンジ・レート）の変動に伴う国際競争力の変化です。例えば、日本円が貿易相手国通貨

バスケットに対して毎年２％高くなるとしても、日本のインフレ率が貿易相手国平均イン

フレ率より年率で３％ポイントだけ低いということであれば、日本の国際価格競争力は毎

年１％だけ強化されることになる訳です。このように実体経済活動に重要な影響を持つ実
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質・実効為替相場、そして自国通貨建て輸入物価全体に大きな影響を及ぼす名目実効相場

（ノミナル・エフェクテイブ・エクスチェンジ・レート）は、通貨当局ないし金融政策当

局が直接的に操作できるものではありません。これらは中間目標として、特に対外経済開

放度の高い小国の場合、重要な地位を占めています。

　さて、概念整理の上でもう一つ附言したいのは、中間目標には、これらのほかにも色々

のものがあるということです。一番よく言われるのがマネーサプライ、それから民間銀行

信用です。実は、日本銀行が窓口指導を実施していた時代には、指導対象銀行の貸出総額

は金融政策の操作目標という側面がありました。一方、指導対象外の地方銀行等の金融機

関の貸出総額は、単純化して申しますと、日本銀行の操作対象であった金融市場金利と市

中銀行貸出金利との裁定活動のなかで市場原理に従って決定されていた、というのが、私

が最初の OECD 勤務中に取り纏めた日本の金融政策に関する OECD 報告（１９７２年発表）

の一つの結論です。こうしたメカニズムで決定された民間銀行貸出総額は、当時の日銀は

はっきりした概念規定をしていませんでしたが、事実上は中間目標であった、というのが

私の主張でした。そして、この中間目標のコントロールは、当時の日本の実体経済活動と

物価動向の安定化に極めて効果的なものでした。為替相場制度が固定平価制度から変動相

場制度へ移行し、為替管理が撤廃されて国際資本取引が自由化され、国内金融の自由化も

ほぼ完了し、国内資本市場が当時とは較べ物にならない程の発展を遂げた現在、国内銀行

貸出総額は金融政策の中間目標ないし指標として嘗てのような重要度は持っておりません。

しかし、先程申し述べた金融機関不良債権処理政策とマクロ政策との接点の問題とも関連

しますが、金融機関貸出総額は、資本市場での資金調達になお制約のある中小企業向けを

中心に、金融政策の指標の一つとして引き続き重要であり、マクロ的には、民間貸出総額

の拡大なしに経済活動の持続的上昇の実現は難しいことを銘記しておかなければなりませ

ん。

　更に附言したいのは名目ＧＤP 目標論のことです。実物生産活動の総体を示す代表的な

指標は実質ＧＤＰですが、金融機関の不良資産、企業の過剰債務というバランスシートの

問題は、名目値の世界の問題です。バランスシートの問題が金融システムそして実体経済

全体に影響を与える程大きなものとなってしまった現在、その抜本的な解決を図るにあた

っては、ミクロのレベルでの金融機関や企業などの対応のほか、名目ＧＤＰを増やすよう

なマクロ政策の裏打ちが大切です。

　名目 GDP を金融政策の目標とすべきかどうかが、学者と中央銀行エコノミストの間では
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じめて真正面から議論されたのは１９８３年に日銀金融研究所が開催した第１回国際コン

ファランスの時でした。この直前に、私は OECD 政策調査局次長から日銀に復帰し、前川

総裁の下で日銀百周年記念事業の一環とし発足したばかりの金融研究所の研究第１課長と

して、コンファランスの取り仕切りを担当させられましたが、この席上、ノーベル賞受賞

者の米国イエール大学トービン名誉教授、それから物価問題等の大御所である米国ノース

ウエスタン大学ゴードン教授が名目 GDP 目標の採用を提唱しました。トービンは当時、日

銀金融研究所の海外顧問でしたが、もう一人の海外顧問は同じくノーベル賞受賞者で米国

スタンフォード大学シニア・フェローのミルトン・フリードマンでした。彼は、当然のこ

とですが、マネーサプライ目標論に固執しました。何故、トービン等が名目ＧＤＰ目標論

を言い出したかと申しますと、インフレ抑止を狙って米国連邦準備制度（FRB）のボルカ

ー議長が用いた強力なマネーサプライ管理政策の後遺症と金融革新の影響などから、通貨

需要が不安定になり、もはやマネーサプライ目標の遵守では経済運営がうまくいかなった、

という認識が彼等に強くあったからです。

　ところが、名目 GDP 目標論は日本ではまともに議論されたことは一度もありません。私

自身は名目 GDP を中央銀行の中間目標として採用する議論には組みしませんが、それはそ

れとして、名目ＧＤＰをマイナス成長からプラス成長に変えて行くには如何なるマクロ政

策とミクロ政策の組み合わせが望ましいのかという問題は、インフレ数値目標の議論をす

る時に、一緒にきちんと吟味しなければならない、と私は考えます。

(インフレ目標の諸問題)

　さて、ここで、中間目標としてのインフレ目標に関する議論をもう少し詳しくさせて頂

きます。既に申し上げたように、インフレ目標は「物価の安定」という最終目標にかなり

近いところにある中間目標です。ここで重要なポイントの一つは中間目標の管理可能性（コ

ントローラビリティー）の問題です。これは、金融政策の信認（クレディビリティー）と

も深くかかわる問題です。それからもう１つ重要なポイントは、説明可能性（アカウンタ

ビリテイー）です。インフレ目標と実績との間に乖離が生じた場合、それが如何なる理由

によるものか、中央銀行の政策の失敗によるものか、それとも政府の財政政策なり、構造

政策なり、銀行健全化政策が中央銀行の予想しなかった展開をみたためだったのか、それ

とも海外一次産品ドル建て価格の予想外の変動、あるいは変動為替相場制度の下での不測

の相場変動に伴う邦貨建て輸入物価の変化など、中央銀行がこれまた直接コントロールで
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きないところに原因があったのか、こうした問題を客観的にはっきりと説明できる事後分

析（ポスト・モーテム）力を物価動向の予見力と共に持ち合わせていることが、インフレ

目標政策の有効性を維持する上で重要です。

　また、物価目標採用の目的がインフレ心理ないしデフレ心理を抑えることにあるとすれ

ば、目標計数は一般の国民にとって分かりやすいデータでなければなりません。そして、

先ず、何をもって「物価」とするか、という定義の問題があります。消費者物価を例にと

りましょう。その上昇率を仮に年率２％とすることを目標とした場合、一般消費税や間接

税の税率変更の影響はどうするのか、といった問題が一例です。また、スイスの場合では、

金利を上げますと生計費指数が上がってしまうのです。何故かと申しますと、住宅金融の

金利コストが生計費に入っているからです。これはどうするのか、と言う問題も生じます。

今、日本で議論しているのは、デフレ状態を脱却するためにはインフレ目標の採用が有効

かどうか、ということですから、現実のインフレ率が５～６％の国が１～２％のインフレ

率の実現を目指してインフレ目標を採用した場合と較べて、より精緻な議論が行われなけ

ればなりません。ところが、日本に帰国して私の知る限りでは、学者も含めて大雑把な議

論ばかりで、私に言わせれば随分と時間とエネルギーを消耗しているようで、もったいな

い話だなと思うわけです。

　更に、インフレ目標は例えば１％丁度というポイント目標とするのか、それとも０～２％

とか１～２％という幅のある目標にするのか、という問題もあります。しかし、仮にポイ

ント目標としてみたところで、実績値が目標値からどの程度まで乖離するのを許容するか、

という問題が生じます。また、仮に予め目標値に１％の幅を持たせるとした場合、この程

度のインフレ率の幅はＧＤＰギャップあるいは名目 GDP 成長率の格差に引き直してみると

どの程度のものになるのか、モデル分析などではこの問題についてどんな答えが出るのか、

この点についても吟味しなければなりません。

　加えて、インフレ目標を採用するとして、目標期間をどうするのかという問題がありま

す。インフレ目標採用国の中には、単に「中期的に目標を達成する」としか対外説明をし

なかった国もあります。あるいは「２年後に達成する」とした国もあります。これらの国

は現実のインフレ率が例えば５～６％といった高い状態にあった時にこういう目標を発表

した訳でして、従って２年よりさらに将来には２％より低いインフレ率に、つまり更に物

価安定に近い状態に近づきたいという意図が込められていたのです。現在、日本では、一

部の論者が２年か３年先に２～３％といったインフレ率を実現する目標を設定すべきだと
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主張していると聞いています。現在の一般物価下落状態から出発して、仮に２年後に２％

のインフレ率を達成すべく、有効な需要管理政策が採られたとしたら、経済活動には惰性

というものがありますから、モメンタムがついてしまって、２年より先には現実のインフ

レ率はもっと高くなってしまい、そこで急ブレーキを踏めば、経済活動が混乱する惧れが

あります。こういうリスクもちゃんと念頭に置かなければいけないと思います。

　それから、中央銀行の所謂「免責条項」（エスケープ・クローズ）をどうするか、とい

う問題もあります。先程、ご説明したように、予想された物価と実績の乖離は、少なくと

も１～２年の期間をとれば、中央銀行の直接コントロール出来ない要因によって生じる可

能性があります。しかも、こうした要因の中には政府の責任分野のものも相当あるわけで

す。そうすると、中央銀行の説明責任と共に政府の説明責任も勘案しながら、お互いに責

任を事後的に究明しなければなりませんが、もし中央銀行責任者よりも早く政府責任者が

交代してしまった場合、政府側の責任はどのように追及するのか、という問題も生じます。

　構造改革の問題についてお話したなかで、旧知のニュージーランド中央銀行総裁と私が

本年６月にロンドンで夕食を共にして懇談したことを申し上げましたが、その折りも、同

国のインフレ目標に関する経験に話が及びました。彼の国では、大蔵大臣と中央銀行総裁

の契約でインフレ目標を達成することが総裁の任務とされています。そして、インフレ抑

止の実績が悪かったら、大蔵大臣は総裁を罷免できることになっています。ですから、総

裁の責任について説明する義務もあるわけです。しかし、これは実際には総裁に政府の責

任について追及する権利も与えていることになります。ニュージーランドの場合、金融政

策運営は中央銀行総裁の専決事項となっていますから、責任追及のプロセスはまだ簡単で

す。一方、米国連邦準備制度、欧州中央銀行、イングランド銀行などでは、新法下での日

本銀行の場合と同様、金融政策の決定は合議制ですから、責任追及はもっと複雑です。日

本のマスコミに時々報じられる「日銀総裁の首を切ればいい」といった単純な話ではない

のです。中央銀行のエスケープ・クローズの問題は、このように政治がらみの、奥の深い

問題であることをご理解頂きたいと思います。

　ここで、そもそも物価安定の目的は何だろうか、ということに触れなければなりません。

その一つの目的は経済活動の名目アンカーの提供です。こういう観点からすると、物価水

準の安定が目標値となります。これが実現出来れば、名目金銭契約の債権者と債務者との

間で債務の弁済時に不測の購買力移転が生じなくなります。名目契約で老齢年金を積み立

てている人が年金受給時に受け取り額の購買力低下に悩むことはなくなります。物価水準



23

目標というのは、実は戦前 1930 年代にスウェーデンで採用されました。これは金平価制

度が崩壊した後、デフレを回避するために採用されたものです。デフレ状態を出発点とす

ると、物価水準の安定はインフレ目標よりも実現度が高いといえますが、インフレ状態か

ら出発しますと、一度インフレを発生させてしまった後は物価の下落によって物価水準の

安定を取り戻さなければならず、生産活動の変動が激しくなる嫌いがあります。

　経済がデフレ状態にある時に、インフレ目標の設定によってインフレ心理が醸成されれ

ば、名目金利がゼロを下限としてマイナスになれなくても、名目金利から期待インフレ率

を差し引いた実質金利はマイナスになり、これを通じて実体経済活動が回復する筋合いだ、

というのが米国ポール・クルーマン教授等の議論です。

　この主張に関する重要な問題は、インフレ心理がインフレ目標の設定によって醸成され

るかということです。実はこれに関する実験はまだ行われたことがありません。反対の問

題、つまり、現実のインフレ率の高い国で低めのインフレ目標を設定した場合、ディスイ

ンフレの心理が直ちに生ずるか、という問題については既に実験の結果があります。その

答えは「否」です。もう１つ申し上げたいと思います。インフレ率の高い状態において、

「マネーサプライ目標が設定され、それに対する市場の信認を得られれば、それだけでイ

ンフレ心理が弱まる」と主張したのが、所謂ストロング・マネタリストと言われる学者達

です。ミルトン・フリードマンなんかはこういう強いマネタリズムは主張しなかったので

すが、米国のトム・サージエント教授とか、ボブ・ルーカス教授といった、いわゆる合理

的期待論者に、こういう主張が見られました。彼等が言うには、マネーサプライ目標が市

場で信認されれば、インフレ期待が弱まって、名目賃金交渉や価格決定交渉もそういうこ

とを前提に将来を予見して（フォワード・ルッキングに）行われ、従って、賃金・物価の

上昇と失業率との間のトレード・オフを示す短期フィリップス曲線に沿った生産低下・失

業増加といったコスト（つまり痛み）をあまり伴わないでインフレが収まると主張したの

です。しかし、実際にはそういう主張のようにはならなかったのです。やはり、金融引き

締めにより、生産活動が弱まり、失業率が上がり、はじめてインフレ率が下がっていった

のです。そういう過程を経てインフレ期待も収まって行きました。結局、インフレの高い

状態から出発してインフレをコントロールしようとする場合、中間目標がインフレ目標で

あってもマネーサプライ目標であっても、いわゆる需要管理政策、即ち財政政策や金融政

策などによって、実体経済面での需要圧力を弱めることが必要でした。こうしてみると、

デフレ状態から出発して物価の安定ないし緩やかなインフレ状態を実現するにも、需要管
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理政策で実体経済面の需要圧力を高めない限り、インフレ期待も生まれないと見るのが自

然だと思います。

(金融の量的緩和)

　そういうところで、日本では変な話が始まります。つまり金融の量的緩和を求める主張

です。ここで論者が言う「量」というのが、何を意味するのか必ずしも明確ではありませ

ん。例えば日銀審議委員の中にも、色々なお考えの方がおられますが、いわゆる「マネタ

リーベース」を金融政策の操作目標として、その量的拡大を主張されているように見受け

られる方もおられます。

この点に関して、実は 1972 年に、OECD 金融調査課長であった私は現在のイタリア中央銀

行ファツイオ総裁（当時は調査局長）との間で、OECD 金融専門家会議において論争を続

けたのです。当時、私は、イタリアの金融政策に関する OECD 研究報告書の責任者として、

「マネタリーベースはイタリア銀行の主張するように同行金融政策の操作目標ではありえ

ない」と主張したのです。ファツイオはもともと統計モデルの専門家でしたから、「イタ

リア銀行の計量モデルによれば、イタリア銀行の操作目標はマネタリーベースとなってい

る」と反論しました。ところが、モデルといっても、それは年次モデルなのです。「年次

モデルでは、マネタリーベースの動向とマネーサプライとか名目ＧＤＰとかインフレ率の

動向とか色々なものがほぼ同時に決められることになってしまい、どういう変数からどう

いう変数に因果関係が走っているのか分からなくなってしまう」というのが私の再批判の

一つのポイントでした。

　日本の現状のように金融部門の不安定要因が払拭されていない状況の下で、マネタリー

ベースを金融政策の操作目標にしたら、どういうことが起こりうるのか、考えてみましょ

う。マネタリーベースは流通現金と金融機関の日銀預け金から成り立っています。従って、

例えば、公衆が民間銀行預金を引き出し、日銀券保有へ大量にシフトする不測の事態が生

じた場合、もともとは拡張的な政策意図で設定されたマネタリーベース・ターゲティング

の下でも、金融機関の日銀預け金に対して圧縮方向の圧力がかかり、金融市場の急激な引

き締まりが生じ、金融混乱を生じてしまう危険があります。金融政策の最適目標の選択に

ついては、古く 1970 年代の初めにプールが古典的な論文を発表しており、その要点は 1974

年に OECD から発刊された重原・テイゲセン共著「金融政策と景気調整」（邦訳 1976 年刊）

に紹介されています。要は、金融部門に不測の不安定要因がある時は、マネタリー・ベー
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スとかマネーサプライといった金融集計量（アグリゲート）ではなく、金利とか為替相場

とか、そういうものを金融政策の操作目標ないし中間目標にすべきだということです。

　日銀政策委員会月報とか、あるいは日銀事務当局の報告資料をみていますと、量的指標

としてマネーサプライと民間銀行貸出の計数の間にマネタリーベースの計数が出て来ます。

しかし、日銀政策委員会ないし各委員、また事務当局が、どういう理論的枠組みでマネタ

リーベースを取り扱っているのか、銀行準備総額やマネタリーベースとマネーサプライや

銀行信用などの量的指標ないし集計量との関係をどのように把握しているのか、マネタリ

ーベースは操作目標ではなく中間目標に近い位置付けをされているようにもみえるがどう

なのか、それらの問題に関する説明は必ずしも十分でないように私には思えます。

　量的指標といえば、既に申し上げたように、銀行信用総量が中間指標として引き続き重

要です。日本の大企業の場合は、社債やコマーシャル・ペーパー（ＣＰ）の発行など銀行

信用以外の資金調達手段が十分ありますが、中小企業にとっては銀行信用が引き続き最大

の資金調達源です。「量的緩和」は、日本では、まず中間指標としての銀行信用総量の拡

大を重視するものでなければなりません。

　しかし、この量的指標は、現状、日本銀行にとって十分にコントローラブルなのかと聞

けば、その答えは「否」でしょう。この集計量は個々の金融機関の信用供与額を集計した

ものであり、個別行の信用供与態度が日銀の操作対象である金融市場金利の水準や銀行準

備額水準に感応する度合いは、短期金融市場金利が事実上ほぼゼロになってしまった現状

では、極度に低下しているように思われます。日本銀行は国債をもっと買えとか、低い格

付けの社債やＣＰまで買えとか、更には、株式それから不動産担保証券みたいなものを買

えとか、極端な議論も色々出ています。なかには、本来ならば国会の議決を経て行われな

ければならない財政の活動を中央銀行に求めているようなものもあります。民間部門発行

にかかわる特定の債務などが中央銀行によって選択的に取り扱われるとしたら、民間の資

源配分に中央銀行の恣意的な判断が加わることにもなり、こうしたことが民主主義体制の

下で許されるのか、また「民間に出来ることは民間に委せる」という小泉総理の正しいお

考えとの平仄はどうなるのか、等、疑問が出て参ります。また、経済技術論としても、こ

うしたオペレーションの効果がどのような波及過程を経て実体経済や物価に及ぶと考えら

れるのか、また効果の大きさはどの位のものと想定されるのか、明らかにしている論者は

一人もいないようです。
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（３）為替相場政策

　この点、開放経済体制の下で金融政策ないし通貨政策を通ずる為替相場の変化が内外実

体経済活動および物価に及ぼす効果については、実証分析も確立しています。例えば、OECD

の最新の国際経済モデル分析によれば、日本円の実効為替相場の 10%下落は、２年後には

日本の実質 GDP を 1.3%ポイント、消費者物価を 0.7%ポイント、それぞれベースラインよ

りも高めることになるとされています。

　ところで、円の名目為替相場の現状を前提とすると、日本の実質賃金が他国に比して高

過ぎることは各種の国際比較統計から明らかなところです。だからこそ、世界輸出に占め

る日本のシェアはプラザ合意の翌年である１９８６年をピークに一貫して低下傾向を辿っ

ているのです。だからこそ、日本の企業は海外進出を加速しているのです。賃金水準だけ

でなく、非労働コストを含む総生産コストが、日本の平均的な製造業にとっては、現下の

為替相場水準では高過ぎるのです。従って、通貨調整がない限り、名目賃金および物価の

更なる下落、即ちデフレの継続なしには国際的な価格競争力の均衡状態は回復しないよう

に思われます。勿論、均衡為替相場水準の客観的な把握が難しいことは、この問題を永年

検討してきた OECD 経済総局の勤務経験者として百も承知しています。しかし、世界貿易

モデル分析などに基づいて客観的に言えることがあります。それは、OECD 発表の経済展

望に示された通り、「現在の円相場維持」を前提とすると、日本輸出の世界市場シェアは

明年も落ち込むと見込まれる、ということです。

　開放経済体制の下で輸出の減少が国内デフレの大きな要因になっており、こうした状態

が先行きも見込まれる状態を脱却することは、政府・日銀にとって重要な政策課題の一つ

です。そのためには通貨の調整が必要です。先にご紹介したとおり、OECD などのモデル・

シミュレーションによれば、１０～２０％の日本通貨の調整でかなり大きな国内経済拡大

効果と物価上昇圧力、つまり名目 GDP 拡大効果が生じます。私は先に申した理由から購買

力平価が通貨調整の基準として必ずしも正しいものだと思わないのですが、ＯＥＣＤの試

算によると、昨年における日本の購買力平価は 1５３円でした。この水準にいたるまでの

通貨調整でなくても、かなり大きな効果が得られるとみられます。

　私は「通貨調整ないし円高修正」を小泉政権による経済再建のためのパッケーッジに盛

り込むべき一つの柱として主張しているのですが、新聞によっては私が円安誘導を主張し

ていると報じており、迷惑しております。アメリカでも、１９８０年代の前半にドル高の

行き過ぎから国内経済の空洞化が進み、これを是正するためプラザ合意が生まれた訳です。
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今、日本では、国内バランスシート問題に輸出の減少が加わり、デフレ状態が続いている

訳ですが、物価・賃金の累積的な下落幅がまだ小さ過ぎて、国際価格競争力が回復してい

ないのです。日本輸出の動向をみれば、このことは歴然としています。欧州共同体向け輸

出の減少は去年の第２四半期から起こっています。こうしたことが欧州経済の回復傾向が

強まった時期に生じたのは、ユーロが円とドルに対して弱すぎるからです。日本が対欧州

で価格競争力を失った結果です。日本のアジア向け輸出の減少は去年の第４四半期から始

まりました。そして、対米輸出も今年の第１四半期から急速な減少に向かいました。アメ

リカ向け輸出の減少は同国の情報通信関連ブームの収束の影響もありますが、全体として

見ると、最近緩やかになったとはなお世界輸出市場が拡大している中で日本の輸出がマイ

ナス成長となっているのは、日本輸出品の国際価格競争力が国内の物価・賃金の小幅下落

傾向持続にもかかわらず低下していることの証左なのです。

　具体的に、世界の輸出に占める各国のシェアはどうなっているのか見てみましょう。日

本のシェアはプラザ合意の翌年である 86 年に 12.3％のピークに達した後、一貫して落ち

込み、昨年には 8.7％にまで低下しています。先程申しましたように、OECD の予測によれ

ば、円相場が現在の水準で推移すると仮定しますと、今年以降も更に低下していくと見込

まれます。ドイツのシェアも目立って低下しています。ドイツの場合は、単に対ドル為替

相場の問題だけではありません。欧州通貨制度（EMS）の中で対フランス・フランやイタ

リア・リラ等に対して切り上げを続ける一方、欧州共同通貨であるユーロの導入前にドイ

ツの競争相手であるかなりの数の EMS 加盟国の物価パフォーマンスがドイツ以上に良くな

ったため、国際競争力を失ってしまい、経済の活力の衰えが最近目立っています。ユーロ

導入後は、フランスなど競争相手国のインフレが収まっている限り、ドイツで国内賃金・

物価の下落、即ちデフレが生じない限り、同国の国際価格競争力の全面回復はない、従っ

て構造改革による非価格競争力の強化が急務である、というのが私の見解です。勿論、ユ

ーロの対円、対ドル下落はドイツの対日・対米競争力維持に役立ちますが、これではユー

ロ圏内の貿易相手国に対するドイツの競争力の強化にはなりません。

　アメリカの世界輸出シェアはどうか。これは、プラザ合意の翌年が 10.5％だったので

すが、2000 年には 12.6％と、1993 年当時と同じ高いシェアを維持しています。実はアメ

リカは、所謂「強いドル政策」を維持しているというレトリックを使っていますが、国内

物価や石油価格などがかなり安定していたこともあって、実質・実効為替相場がそんなに

切り上がったわけではなく、国際価格競争力を維持してきたのです。
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　こうして見ますと、日本の通貨調整の必要性は明らかです。私のこの主張は、最近帰国

してから始まったものではありません。94～95 年当時、ＯＥＣＤの第３作業部会の議長

は米国ラリー・サマーズ財務次官（財務副長官に昇格後も長官就任まで議長職を継続）で

したが、そこに提出した討議ペーパーでも、日本の通貨調整の必要性を説きました。また、

私がチーフエコノミストとして責任編集に当たっていた半年報「OECD 経済展望」の１９

９５年１２月号には円相場低下の経済効果に関する OCED のモデル・シミュレーション分

析の結果を発表しました。当時、カナダ銀行等は、実質短期金融市場金利と実質・実効為

替相場の加重平均値を金融政策の指標の一つとして用いていたのですが、同様な指標を日

本に適用してみると、名目金利の引き下げにもかかわらず、実質的には金融は引き締まっ

ており、よりアグレシブな金融緩和が必要だというのが私の主張でした。そして日本円の

為替相場が対ドルで急騰した９４～９５年には、その阻止のための為替市場で円売り・ド

ル買いを必要なら無制限に行う一方、この結果、円金融市場における円資金放出の増加か

ら短期金融市場の金利がゼロまで低下することがあっても、それを容認すべきだ、と主張

しました。この提案に対して、ラリー・サマーズは席上特に反対しませんでしたが、当時

の日本で採用されることはありませんでした。

　米国では、かねてから、カーネギー・メロン大学のアラン・メルツアー教授が円相場の

調整の必要を説いてきました。更に、昨年、日銀金融研究所が主催した国際コンファラン

スの席上で欧米の一部の学者が同様の意見を述べたほか、今年になって、米国ハーヴァー

ド大学ジェフリー・サックス教授が英国フィナンシャルタイムズ紙（本年４月１８日号）

に円相場下落の効用について書き、また同紙のコラムニストのマーティン・ウオルフも５

月８日号上で同様の見解を発表しました。欧米およびアジア諸国の人達の日本理解を深め

るため、９月４日に都内で開催されたセミナーで私が行った講演のテキストを近藤先生の

事務局の方が皆様にお配りしておりますが、その中で私の意見はインフレ目標等に関して

ウオルフと少し違うと書いています。先日、この英文テキストを彼に電子メールで送った

ところ、今朝ほど、「あなたの言うことに異存はない。私はちょっとシャープに書き過ぎ

たきらいがあるけれども、それは読者の注意を惹きつけるために意図的にやったものだ。」

という返答がメール・ボックスに入っていました。

　こういう通貨調整論が、世界経済の減速傾向が目立つ現状で日本の貿易相手国の政策当

局者に通じるか、という問題があります。私が個人的に時々電子メールを交換している某

国の中央銀行総裁も、前に申し上げた今年７月のジャパンタイムズ掲載論文をメールで送
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りましたところ、「自分はあなたの主張に反対はしないが、果たしてアメリカとアジアの

貿易相手国は理解を示すだろうか？」という返事が返ってきました。私もこの点、懐疑的

です。日本の政治家を含めて、相当な努力をしないと、彼らの賛同が得られないのではな

いでしょうか。米国が望んだプラザ合意によるドル高行き過ぎの是正だって、日本の輸出

業界の理解取り付けの問題も含めて、大変だったことは、造船・プラント業界を抱えた長

崎県で当時日銀の支店長をしていた私もよく覚えています。ましてや、日本がイニシアテ

イブを取らなければ動かない円高是正に向けて、国際舞台で理解を得るため立ち振る舞う

役者が日本側にいるのか、そして輸出業者の政治圧力がかかっても不思議でない貿易相手

国側に日本に協力してくれる政治家がいるのか、という問題に対して、私も何とも答えら

れません。いずれにせよ、私は今週末から１ヶ月ばかり、欧州に出かけ、最近取り纏めた

論文を土台に、主として各国中央銀行総裁など幹部の人達と面談したり、欧州中央銀行や

国際決済銀行で講演を行ったりして、欧州金融当局側の反応を伺ってくると共に、欧州諸

国が世界経済の運営に果たすべき役割に関する卑見を申し述べてきます。

　ここで、私の本日のお話の冒頭に申し上げたことに立ち返ってみたいと思います。それ

は政治力学がうまく作動しないと、いくらロジックが正しくても、物事は動かないという

ことです。ここで私の話は一つの丸いサークルを形成しました。そして、政治家としてご

活躍になられた近藤先生にマイクを戻させて頂きます。ご静聴、有難うございました。

近藤　重原さんから、まさに骨太でプロバカティブなプレゼンテーションがありました。

まず武富さんからコメントして頂いて、あとオープン・ディスカッションをやりたいと思

います。

武富　まず最初に質問形でお話ししたいと思います。最後に出た為替相場のところで、

今マクロ政策あるいは特に金融政策に近いところでのマクロ政策で、巷間、雑多な提案が

されているものの中では、私は個人的に検討に値するのは為替なんだろうと思っています。

雑多だと言ったのは、例えば今の金融政策ですと、現行レジームの中でさらなる量の拡大

をしろというような議論がある。そこからいろんなものが出てきているわけで、伝統的な

金融政策の波及チャンネルを超えたところで色々やれと言われる。これはなかなかとり得

ないことですが、そういう議論もかなり出ている。日銀による社債、ＣＰの買い入れ等に

ついては、重原さんもそういう意見があるというのは触れられました。土地や株までとい
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うような、さらに飛躍した議論もありますし、場合によっては小泉ボンド的なもの、これ

は既発債をオペで買うんではなくて、新発債を買えというような議論まである。

　それから、インフレターゲット推奨論もあるし、そして為替について「円安政策」ある

いは重原さんの言葉では「円高の是正」というようなことで、ざっと数えただけでもたく

さん出てきているわけです。この中で、私は個人的にいろいろ検討して、みんな問題点は

あるんですけれども、相対的にフィージブルにし得るものは為替だという風に思っていま

す。

　そういう意味で今の御議論にシンパシーがあるのですが、当然いくつか関連の疑問が出

てきます。まず１つは、円高を是正するということが、冒頭の構造改革が本来論として必

要だ、ということと究極整合的なのか、あるいはやや相反するところがあるのか。もし相

反するところがあるとすると、この「円高是正」という通貨のリアライメントというのは、

ある一定期間を前提にする政策なのか、そうじゃなくてかなり恒久的なものを目指すのか、

というあたりについてちょっと教えて頂きたいと思っています。円高であるということは

私の理解したのを裏返して言えば、内外価格差に象徴されるような日本の国内の生産性格

差とか、そういうものを反映したのを相対価格の歪みとかということで、本来は非製造業

等に代表されるセクターの生産性を上げるという形で物価の相対関係というか、相対価格

が適正化していく。そういうものに収斂した為替相場の形成ということが望ましい。これ

までの円の相場というのはどちらかというと、輸出価格で最も生産性の高い製造業のセク

ターに左右されるということですから、国内の経済構造と非常に不整合な形になっている。

そういう意味で円高であって、その部分が少しきつ過ぎるというのはわかるのですけれど

も、もしここで円高是正をすると、まさに日本の国内の構造上問題があって生産性を上げ

て改革していかなければいけないセクターがそのまま残る、そうなると、秩序ある体質に

つながらない、という可能性をどうやってうまくつないでいくのか、というようなのが最

初の質問です。

　それから、最初に申し上げたマクロ政策、なかんずく金融政策周りのところでいろんな

雑多な提案が整合性なく世の中に出てきている背景には、結局、従来型のマクロ政策とい

うのが行き詰まったという認識がある。冒頭の構造改革と景気対策ということは、需要収

益型の構造改革でなくてはいけない。これについては基本的に私も賛成です。サッチャー

やレーガンのときも需要拡大政策が主に減税という形で、あるいは規制緩和という形で組

み合わされていたわけですが、需要収益型の構造改革にしたいわけですけれども、まさに
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マクロ政策が従来型の需要管理政策でやってきて、結局何にも効かなかった。そのあげく

結局財政は、人によって理解の仕方は違うでしょうけれども、相当ひどい赤字になって、

国債の累増という状況になっている。金融政策の方も、もう名目金利のゼロ制約に逢着し

ていて、量的レジームにまで転換しなきゃいけない、かなり異例の事態になっている。そ

うすると、どうやって構造改革を需要収益型込み込みで達成するのか、というところにつ

いて一般論は分かるのですけど、具体的に何をやるんですか。今のお話からいうと、為替

政策のような感じになっちゃうんですけど、恐らくそうじゃないと思います。そのことに

ついても伺いたいと思います。取り敢えず、この２点についてご質問したいと思います。

近藤　元企画庁事務次官の赤羽さんから手が上がっています。前日銀副総裁の福井さん

もお見えです。山形の荘内銀行の町田頭取もいらっしゃいます。このご三方にご質問して

頂いて、それから重原さんにお答えして頂く、という形にしたいと思います。

赤羽　インフレ目標という話なんですけど、昔からインフレの原因というものに大別し

て２つの見解があります。１つはマネーサプライが過大であるからインフレになる。もう

１つは賃金が上がり過ぎるからだ、というのです。この場合の賃金というのは、生産性単

位当たりの賃金ということで、ユニット・レーバー・コストなんです。そこで、インフレ

との関係が２つ、どういうことになっているのか。過去の例を見ますと、確かにインフレ

になっている時にはマネーサプライも過大である。ユニット・レーバー・コストも大変上

がっている。ところが、逆に見ましょう。果たして、逆もまた真なりか。そう思ってみま

すと、マネーサプライの場合には２けたの伸びでも、インフレになってない時が結構ある。

しかし、ユニット・レーバー・コストが過大に上がっている時には、必ずインフレになっ

ている。こういうことで私は賃金説の方を採っております。もし、賃金説の方が正しいと

いうことになれば、インフレ目標を達成するのに、今賃金を上げなさいということです。

これは名目賃金ですけれども、そういう結論になります。現在の日本経済の現実を見れば、

これは馬鹿げたことだと思います。それ共に、中央銀行は賃金を上げるということに対し

てほとんど影響力がない、そう思われるんですけれども、その辺りをどうお考えですか。

福井　大変インテンシブな内容のプレゼンテーションでした。おっしゃった中で、生産

性を上げて経済のポテンシャリティーを上げていく、そのために技術の創造と伝播のメカ
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ニズムが非常に大切だ、それから労働市場の広い意味での流動化政策とか、労働市場の機

能を高めていく政策が非常に重要だ、等々のポイントは全く私も同感です。ただ、それら

が最後に結びついて現実に成長率を上げていくということに素直に伝わるかどうかという

点なんです。つまり、パイを大きくということをナンバー１におっしゃったわけなんです

が、日本経済は相当成熟化段階に達していて、フロンティアを切り開いていくということ

がミクロの企業レベルに達しても、過去の企業行動のパターンそのままでは、なかなかそ

こが転換がきかないところに来ている、ということなんです。それから、全体として人口

が、もう既にトータル・ポピュレーションとしては、ほとんど増えない状況になっている。

この先数年後には、むしろトータル・ポピュレーションが減っていく状況になる。狭い意

味のネーションズ・エコノミーだけをとると、総需要は、その他の条件を一定にすれば、

減っていく経済となる。こういうことであります。もちろん、ポテンシャリティーを上げ、

そして非常に活力に富んだ経済にしていく。ミクロ・ベースで企業は国際競争力をつけて

いかなきゃいけない、という命題があるわけですが、その結果、成長率の高さというのは、

その成長率の高さ自体は、そう大きくならない、という矛盾を抱えている経済じゃないか。

その前提をしっかり踏まえていないと、色々な政策的な議論の混乱がやはり起こるんじゃ

ないか。政府の役割と民間の役割という風なものの切り分けが、やはり小泉内閣の政策発

表の中でもまだはっきりしていないというように思います。やはり、民間自身がやるべき

ことと政府がやるべきことの役割の分担と限界、構造改革といっても民間の景気対策がう

まくいけば景気が良くなるというのと殆ど同じように、構造対策がうまくいけば景気が良

くなって、そういうベネフィットを受身的に企業がエンジョイできるんじゃないか、とい

う感覚をなお引きずっているんじゃないかということです。それも今後は違うんだという

風に私は思います。政府の役割と民間の役割をよりはっきりさせることです。そして、民

間の方がそういう厳しい国際的な競争条件に打ち勝っていくだけの競争力を蓄えていくた

めには、政府はやはり突き放す。民間企業が何をやるべきか、ということの整理が、骨太

の構造政策の中では一番重要な点じゃないかなと思います。

　それから、マクロの政策の方では財政のスペンディングについては、めり張りをつけて

いくことが非常に重要な点だと思います。従来の公共事業といっても定義がはっきりしま

せんが、公共事業の中でも効率のいいものをやればいい。それから、そこから引き離して

新しい分野にリソースをシフトしていくという場合には、先ほどの技術の創造と伝播とい

った場合も、日本ではＲ＆Ｄに政府が金を振り分けるにしても公共事業と全く同じように
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従来から支出の配分先が比率まで固定しているわけで、そこにおいても戦略的な投資が行

われにくいというところがあります。こういうところもやはり解きほぐしていく必要があ

るという意味では、構造政策というのは非常に全般的な意味をもつものだというふうに思

います。

　それから最後にもう一つ。マネタリー・ポリシーについて、為替のところなんですけれ

ども、武富さんと同じような疑問を私は持っております。為替相場の決まり方は従来の経

験からいきますと、どうしても国際的にトレーダブル・グッズの購買力平価に近いところ

で決まってきている。80 年代前半のレーガノミックスで強いドル価値を政治的に標榜し

た時だけドルが強く円が弱くなったと言いますが、あの時のドルの為替相場が一般的な購

買力平価のレベルにかなり近いところにあって、あれが正常な為替相場だった。それでな

ければ、必ずトレーダブル・グッズの方の価格が購買力平価の方に鞘寄せする形で推移し

てきている。その理由については、あまりはっきりしませんが、ブラッサ・サミュエルソ

ン仮説とかで、学説的にもそれを説明しようとする人もいますけれども、もし、これを経

済的なバックグラウンドの変更なしに、購買力平価により近いところに円を誘導していく

となると、一体どういうインストルメントでやるのかです。第２プラザ合意的なことをや

っても、それは一時的なものにとどまるリスクがあるんじゃないのか。やはり、日本の産

業セクターの中で生産性の相対的に低い部分のリフォームが進んで、生産性の格差がもう

少し縮まらないと、安定的な為替相場、経済全体の実力に見合った為替相場の実現という

ことは、難しいのじゃないか、そういう疑問を持っております。

町田　大変感銘を受けた者として、質問ということよりはむしろエールを送らせて頂き

たい。小さい地方銀行として今、悪戦苦闘している中で、一番腹立たしいのが不良債権問

題を政策目標に掲げていることです。この不良債権問題は私はいじってはいけない問題で

はないか、これを一番最初に掲げるという風なことはどういうことなんだろうか。実は、

実務的にも大変疑点がある中で、この不良債権問題を掲げる、そのことがデフレ促進効果

を思う存分発揮している。こんな風にすら見える。このことが実は我慢できない。原因と

結果の関係をどうしてこんな風に取り違えているのだろうかということです。実際に金融

庁の検査を受けて、悪戦苦闘しているのは私だけじゃないと思います。銀行経営に携わっ

ている者が等しく不満に思っているところです。

　特に、またＢＩＳ規制が強化される方向にある訳です。1988 年当時は海外において邦
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銀のオーバー・プレゼンスが気になったのであろうことは推測に難くありません。しかし、

現在進めているこのＢＩＳ規制は、ある意味で哲学なき規制強化のように思えます。実は、

私共のようなところは国内基準で自己資本比率が４％であればいいと言われていたのが、

今や実質的には８％をクリアするのが、いわば当然のことのようになってしまっている。

このことの持つデフレ効果、これが大変に危険であると、私は実は思っております。不良

債権問題をめぐるこの実務上の問題は、今日のテーマじゃないようですが、言いたいこと

は山ほどあります。実務のレベルから、そんな印象を持っています。

重原　武富さんからは確か２問頂きました。第１は、一体私のいう「円高是正」という

のは、恒久的な政策なのか、あるいは、ある程度の期間に限ってやるのか、というご質問

でした。私の主張している「円高是正」はあくまでも日本経済のジャンプ・スタートのた

めの一手段にすぎません。終戦直後の日本経済が非常に難しかった時に、朝鮮特需が立ち

直りのきっかけとなったということでした。お手元にお配りした英文テキストでも述べま

したが、欧米諸国でバランスシート問題が内需の足を引っ張った時、景気回復の糸口を作

ったのは、通貨の下落とインフレのコントロールを通じる国際価格競争力の回復を背景と

した輸出の増大でした。世界一の大国であるアメリカでさえ、内需の低迷ないし若干のマ

イナス成長のみられた１９８９～９２年当時は、プラザ合意以降の２桁台の輸出数量の伸

びに続く輸出好伸が GDP 成長を支えたことを忘れてはなりません。

　今、日本経済の難局打開を、閉鎖経済の枠組みで捉えて、ちまちましたマクロ政策措置

をやっても限度がある、やはり骨太のマクロ政策と骨太のミクロ政策の両輪が回転しなけ

れば、うまく行かないと思うのです。どっちが先というものではない。実はＯＥＣＤがも

う長いこと構造政策の問題を議論する際に言ってきたのが、マクロとミクロ政策の組み合

わせの重要性です。失業問題の解決に関する OECD の政策提言の第１の柱は「適切なマク

ロ経済政策の運営」です。この配慮が不十分なまま、ミクロ構造改革だけでやったら、必

ず政治力学として改革反対派の抵抗が強まり、改革はうまく行かなくなりましょう。学者

的には、一般均衡モデルを使って構造改革のモデル・シミュレーションをやると、中長期

的にはこれこれの経済効用が得られるといった数字が得られます。私達が現実に新古典派

的なモデルの世界に住んでいれば、そういうことだけでよいのでしょう。しかし、現実に

は、構造改革の実施から新しい均衡状態に至るまでの移行（トランジッション）過程で生

ずる摩擦がどの程度深刻なもので、こうした移行期間がどの位長く続くのか、こういう問
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題にどのように対処するのか、きちんと把握しないで、書生っぽい議論をしたってうまく

行くものではないと私は思うわけです。私は、国内では日銀勤務でいわば年功序列尊重の

組織でぬくぬくとさせて頂いた面がありますが、OECD 勤務中は、特にチーフエコノミス

ト時代は、主要国間の政治経済問題の狭間で嫌という程こづかれもしました。米国経済政

策運営に関する OECD の提言を巡って、ラリー・サマーズ氏にワシントンからの国際電話

で難題を突きつけられたり、大統領経済諮問委員会委員長から主席補佐官に転じたロー

ラ・タイソン女史からも強い抗議の手紙が来たこともありました。こうした経験をもとに

考えますと、日本経済のジャンプ・スタートのために何ができるのか、考えられるそれぞ

れの政策措置の便益と費用（コスト・ベネフィット）を考え、日本自身がやれることは当

然自らやる、米国など関係国の理解ないし協力を得てやらなければならないものについて

は、その仕掛けを日本がやるということだろうと思いますが、これは大変な難事業だと、

私自身思っています。

　「円高是正」は恒久的な政策である筈がありません。円が毎年、毎年、下落を続けたら

ば、最後には「円高是正」ではなく、それこそ「円安」となってしまいます。それ程大幅

な通貨調整は、国際的にも、国内的にも望ましくない、と私は考えてます

　円高是正政策をやった場合に、本来市場から退出しなければならない非効率産業が残る

のではないのか、というのが、竹富さんのご質問のもう一つのポイントだったと存じます。

仮に、現実の円相場が購買力平価（１５０円程度）の水準になるまで、通貨調整が進んだ

といたしましょう。福井先輩が先程指摘された通り、これでものすごく国際価格競争力の

ついちゃう企業もあります。しかし、現実の為替相場が 150 円になっても、国内市場が完

全に開放され、まだまだ残存している非関税障壁（これには政府が直接コントロール出来

ないものも多くありますが）、こうしたものが構造改革で撤廃されれば、国際競争で太刀

打ちできない産業ないし企業は一杯あるのです。こうした非効率な産業ないし企業の早期

の市場退出は甘受しなければなりません。この結果、購買力平価はかなり早いテンポで１

５０円よりも円高化すると共に、産業部門間および個別企業間の生産性格差が縮小し、市

場で形成される為替相場も一旦円安方向に向かった後に再び円高方向に向かい、こうした

ダイナミックな調整過程を経て、経済部門別の均衡為替相場の間の乖離というこれまでの

日本経済の一つの特長も薄れていくと、私は考えております。

　また、福井先輩からご指摘のあった点とも関連しますが、例えば、円ドル相場が１００

円以下でも競争力のある企業が１５０円の相場になると、一層の効率化に向けた努力をし
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なくなるかどうかは、市場が独占ないし寡占状態にあるのか、競争相手が収益機会を狙っ

ている潜在競争者も含めて相当数あるのか、換言しますと「コンテスタブルな状態」にあ

るのか、によって答えが変わってきます。構造政策、特に内外競争政策が強化されれば、

企業は更なる収益増強を目指した効率化を図る、そして将来の収益力の向上が株価の上昇

に反映される、更にストック・オプションなどを通じて企業人の個人所得の増加にも反映

される、といった効率化のインセンテイブは、為替相場水準の如何に拘わらず、働く筋合

いです。なお、貿易可能財部門と不能財部門の生産性格差と為替相場に関する「バラッサ・

サミュエルソン仮説」が貿易可能財部門の生産性上昇率の高かった時期の日本に妥当する

という実証分析がある訳ですが、生産性の伸びが落ちて来た近年は、この理屈からすると、

円相場は軟化してしかるべき筈です。これが武富さんの最初のご質問、そして福井先輩の

ご指摘の一部、に対するお答えです。

　次に需要管理政策は従来型でいいかというご質問があったように思います。とんでもあ

りません。私はそんなことは申しておりません。米国レーガン政権はどういう経済政策を

やったかのでしょうか。規制緩和などの構造政策をやりました。減税もやりました。それ

だけではありません。膨大な国防費の増強もやったのです。カリフォルニア州経済が急発

展を遂げたのは軍事産業の興隆があったからです。その中でＩＴ産業が育ちました。彼の

政策は決して単なるサプライサイド政策だったのではありません。財政赤字の拡大策がケ

インジアン的な経済拡大効果をもたらしたのです。こうした政策の行き過ぎ、そしてイン

フレ抑制のための金融引き締めを背景に、ドル高・円安、米国経常収支赤字と日独黒字の

拡大の問題が起こったのです。勿論、日本の状況は米国の当時とは違います。現在は、政

策金利の面では、当時と同様、日本の金利水準のほうが低いのですが、バランスシート問

題もあって企業金融は、少なくとも中小企業段階では、当時と違って現在は日本の方が米

国よりもタイトなのかもしれません。こうした状況下、財政政策のマクロ効果に関する配

慮をしながら、出来るだけ投資効率の良い公共支出案件を選択的に増強するなど、歳出面

は勿論、歳入面の構造改革を図ることが重要である、と私は申し上げたと思っております。

　赤羽さんからは、インフレがマネーサプライの方から起こるのか、むしろ、労働需給、

特に単位労働コスト（ユニット・レーバー・コスト）から起こるのか、というご質問を頂

きました。私は、インフレの発生に関する因果関係をこうした形で捉えること自体が間違

っていると思っております。短期的には、先刻申し上げましたように、物価変動は主とし

て（一次産品価格や為替相場の変動、間接税の変更などの影響を除けば）フィリップ曲線
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に沿った経済全体の需給バランスの変化から生ずると、私は考えています。

　この点は、インフレ目標を採用しているイングランド銀行のホームページをご覧頂きま

すと、私と同じような考え方をしていることがお分かり頂けます。このホームページには、

イングランド銀行がインフレ目標の達成のための行なっている色々なモデル分析について

詳しく説明すると共に、「インフレーションがどういうメカニズムを通じて形成されると

考えられているのか」という点について同行政策委員会のコンセンサスとなっているとこ

ろを文章の形で記述しています。英国議会の要請を請けて作成されたものです。一言で申

しますと、インフレ率の変動は短期的には主として需給ギャップの変動によって生ずるも

のとされています。需給ギャップの縮小は、通常の場合、ユニット・レーバー・コストの

上昇をもたらしますし、そうした状況の下では、他の条件（例えば、労働分配率など）が

一定であれば、インフレ率の上昇をもたらしします。

　マネーサプライとインフレ率との間の因果関係については、お話すると、これだけでも

１時間位頂戴したくなってしまいます。ここでは、私は、先程のご説明でご理解頂けたと

思いますが、所謂マネタリストではない、ということを先ず申し上げたいと思います。前

にご紹介した、ブンデスバンクが編纂した書物に掲載された私の基調講演のテキストでも

触れているのですが、私は欧米主要国がマネーサプライ目標を相次いで採用した１９７０

年代央当時から、こうした動きに日本銀行が追随することには反対でした。そして、OECD

金融調査課長から日銀に総務部企画課の金融調節担当主査として復帰した７４年末に、調

査局がマネーサプライ目標導入論を打ち出した調査月報論文の草稿を作成した際、これに

反対しました。私が反対したからという訳では勿論ありませんが、金融政策の企画担当で

ある総務部の反対で、この論文の発表は一時取りやめとなり、その後も、日銀はマネーサ

プライ目標は導入せず、単に見通しの公表を開始するのにとどめました。当時の直属の上

司は福井先輩（当時は調査役、前副総裁）、そして三重野元総裁が総務部長でした。私は

今でも当時の判断は正しかったと思っています。

　英国における永年の友人の一人が先般イングランド銀行政策委員を退任したチャール

ズ・グッドハートです。彼は学者でもありまして、政策当局がある指標を目的として採用

すると、市場経済参加者はそれに伴って行動パターンをこれまでとは異なるものにするた

め、従来みられた行動パターンを前提にして作られた目標は意味を失ってしまうと言いま

した。これは「グッドハートの法則」といわれるものです。特に、１９８０年代に入って、

金融自由化の進展から多様な金融商品が開発される中で、通貨需要関数の不安定化が目立
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つようになり、ブンデスバンクを除く大多数のマネーサプライ目標導入国の中央銀行が公

式にこの制度の廃止に踏み切りました。

　福井先輩からも色々なコメントを頂戴しました。その一部については、竹富さんのご質

問に関連してお答えしたところです。まだお答えしていなかったご質問の一つは、日本の

人口の増加が止まり、間もなく減少傾向に入るのに、経済成長率を高めようという話は如

何なものか、というようなことだったと思います。私は、経済構造改革によって、GDP 成

長率ではなく、国民１人当たりＧＤＰの潜在成長率を引き上げよ、と言っているわけです。

冒頭のお話で申しましたが、国民の経済福祉水準というものは、国民１人当たりの所得水

準でみるのが一番手っ取り早いのです。勿論、GDP 統計で計られる生産活動水準には、環

境汚染といった外部不経済が十分カウントされていないといった問題があることを忘れて

はなりません。ただし、各国国民の平均的な経済福祉水準の国際比較には、国民１人当た

り実質ＧＤＰ水準を購買力平価で捉える手法が便利です。

　そこで、アメリカの国民１人当たり実質 GDP を 100 とした指数を基に、購買力平価で国

際比較をしますと、日本のそれは１９７0 年が 66、80 年が 73、90 年が 82 と、段々と米

国の水準にキャッチアップしてきました。ところが 99 年には 74、そして本年５月に発表

されたＯＥＣＤの推計ですと、2000 年には 71 にまで下がってしまいました。「失われた

１０年」と言われる所以です。私が申し上げたいのは、国民一人当たりの平均的な実質所

得の持続的向上と国民間の適正な所得分配が政府の経済政策の最重要な目的である、とい

うことです。しかも日本では、人口の高齢化が他国に例を見ないハイ・スピードで進むと

共に、少子化傾向も続いているのです。国民１人当たり GDP というのは GDP を総人口で割

ったものです。ところが、高齢化社会では、総人口に占める就業人口の比率が減っていく

のです。従って、就業者１人当たりの生産性を向上することが、国民一人当たり GDP をプ

ロクシーとする国民一人当たり経済福祉水準の引き上げのために欠かせないのです。戦後

のベビー・ブーム時代に生まれた人達が成年となり、これが女子の労働市場参入比率の高

まりと共に就業人口比率の上昇をもたらし、従業者一人当たり生産性が仮に向上しなくて

も国民一人当たり GDP が増える、という時代は終わりました。しかも、日本の労働者の年

間総労働時間は欧州と比較するとまだ長すぎます。アメリカの年間総労働時間も長いので

すが、彼の国の平均的な就業者一人当たり物的生産性は日本よりもずっと高い。私に言わ

せれば、就業者一人当たり・単位労働時間当たり（パー・ワーカー、パー・ワーキング・

アワー）でみた物的生産性を、単に輸出産業だけでなく、経済各部門で向上させることが
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経済構造改革の最終目的です。「単位労働時間当たり」という概念を入れた生産性水準で

見ると、日本は欧州先進国に較べてもまだまだ水準が非常に低いのです。これを上げてい

くというのが経済効率化を目指す構造政策の最終的なターゲットの一つなのです。全体的

な経済福祉（エコノミック・アンド・ソーシャル・ウエルビーング）の水準を上げていく、

それと共に、退職者を含む国民一人一人の経済福祉水準を上げていく為に所得分配につい

ても十分の配慮をすること、これが小泉内閣の最終課題でなければならないと私は思いま

す。

　所得分配については、いろいろな価値判断があり得ましょう。アメリカ型の所得分配構

造は、私には受け容れられません。勿論、所得分配もあまりに平等化が行き過ぎますと、

他者依存心が強まり、自己努力のインセンティブが弱まるリスクがあります。ここのバラ

ンスをよく考えた上で、具体的なセーフテイ・ネットを策定することが大切なのではない

でしょうか。

　また、福井先輩からは「円相場誘導のインストルメント（手段）は何か」というご質問

もありました。竹富さんのご質問にお答えした時のポイントの繰り返しになりますが、私

は「円安誘導」を主張していません。言葉の問題と言えば、それまでですが、貿易相手国

との国際交渉上の重要なレトリックに関わるものとして、私はこの点に拘っています。

　次に、通貨調整の技術論ですが、円売り・ドル買いは、ドル売り・円買いと異なり、ド

ル通貨発行国ないし国際通貨基金などの資金援助なしに、単独介入で無制限に出来ます。

その限りでは、協調介入は必要ありません。場合によっては、介入の累積額が巨額になり、

この結果、金融市場に放出される円資金の累積額も膨大となり、これを放置すると、銀行

の日銀預け金水準が所要準備預金額を大幅に上回るようになることも考えられましょう。

この場合、日銀は銀行の準備金を予め定めた水準にとどめるため、保有国債等の市中売却

によって銀行過剰準備を解消するような操作は慎み、その積み上がりを放置すべきです。

こうした政策の結果、ドルなりユーロなりの外貨準備の保有が膨大のものとなれば、その

運用についてこれら通貨発行当局と協議しなければならないでしょう。なお、プラザ合意

は、その後、ドル安の行き過ぎに歯止めをかけるためのルーブル合意に至りましたが、当

時、アメリカの対外ポジションは脆弱で、ドルの所謂「フリー・フォール」の心配があり

ました。しかし、世界最大の対外債権国である日本の通貨のフリー・フォールを危険視し

て、今から、輸入物価の大幅上昇と国内インフレの再燃のリスクを重視した政策論議をす

るのは如何なものかと存じています。
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　日本からみれば、このように、技術的には所謂「内外ジレンマ」のない現状ですが、世

界景気の減速が目立っているなかで、通貨調整に対する貿易相手国の反発は強いと覚悟し

なければなりません。既にご紹介したように、円相場の是正は「近隣窮乏化策」ではない、

という見解も海外の学者のなかからも出ていますが、こうした学者の一人である米国カー

ネギー・メロン大学のメルツアー教授は、私の最近の論文に関するコメントを送ってきた

電子メールの中で、「こうした通貨調整が米国経済が順風満帆であった２年前に行われて

いれば、米国経済が減速した現在、日本経済が立ち直っていて、世界経済の成長持続に貢

献出来ていたのに、残念だ。」と述べていました。正に、その通りだと思います。彼は、

本年６月のハーヴァード大学における講演のなかで、「１９９８年６月に円相場は１ドル

１４５円の水準にまで軟化したが、サマーズ氏（当時、米国財務副長官）が東京に来てこ

うした動きを阻止したのは誤りだった。」と指摘しています。

　それから最後に、荘内銀行の町田頭取のご発言がございました。私も、頭取の言われる

通り、経済再建と金融機関不良資産処理との複雑な因果関係をよく理解しないまま議論さ

れているような気がいたします。過去に生じた不良債権を処分しても、非効率企業の市場

退出なしに、こうした企業に新規貸出を行えば、新規の不良資産が増え、ストックとして

のバランスシートの問題は少しも改善しないわけです。

　私も日銀時代、１９８６年央から一年間、考査役という仕事をしたことがあります。当

時の考査役のなかで一番厳しい講評をする者であったかもしれません。日本の銀行はまだ、

国内規制金利時代の、単純化して言えば、量さえ増やせば預金金利と貸出金利との間の利

ざや稼ぎで国内部門の収益が上がり、これを背景に海外部門ではアンダー・プライシング

で拡張を続ける風潮にありました。ラテン・アメリカ向け融資の焦げ付き等から米銀の格

付けが悪化していた折りでしたから、格付けの相対的に高かった邦銀は米国地方公共団体

等のボンド発行の債務保証等、オフ・バランス取引などでも儲かる事情もあって、どんど

ん海外拠点を増やしていきました。そして、米州本部、欧州本部などの設置といった国際

部門の内部機構改革をやり、営業部門と審査部門をそれぞれの地域本部のなかに埋め込ん

で審査の迅速化を図ったのです。しかも、実際には出先企業に対する融資案件は本邦の親

企業の保証があれば厳格な審査などしていないと、私には見受けられました。国内でも、

企業グループ取引先別に同様な機構改革をする動きがありました。こうした状況がその後

どのように変化したのか、現場を離れた私は現状を把握しておりません。ただ、日本には、
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企業の将来性、長い目でみた収益力をしっかり把握できる本当のローン・オフィサーが十

分に育っていないのではないかと懸念しています。こんなことでは、プロジェクト・ロー

ン増強などと掛け声をかけても、うまく行く筈がありません。

　もっとも、銀行与信の健全化は、邦銀だけでなく、欧米の銀行にとっても重要な課題で

す。１９９７年の東アジア新興工業国の金融危機発生直後、当時 OECD 副事務総長だった

私は、金融危機から得られた教訓に関する講演のなかで、これら諸国の経済政策運営上の

問題点を指摘するだけでなく、邦銀や欧米の銀行などの国際与信に関する審査体制の不備

も問題視しました。シンガポールの新聞が直ちに論説で、先進国だけを加盟国としたパリ

に本部のある OECD の副事務総長である重原が、外資の借り手であった東アジア諸国側の

問題ばかりを追求する国際通貨基金や世界銀行と異なり、これらの国に対する貸し手であ

った先進国民間銀行の国際与信態度も問題として鋭く指摘したのに感銘した、と論評しま

した。

　こうした私の指摘からもお分かり頂けるかと存じますが、ＢＩＳ自己資本比率規制の基

本的精神は尊重されなければならないと思っております。ただ、この比率規制の動きに対

する日本の対応は、間違っていたというのが私の見解です。やはり、株の含み益といった

ものを自己資本の補完的項目（テイア２）として入れるべきではなかった。私は、自己資

本は基本的項目（テイア１）だけにして、こうしてみた自己資本比率を国際基準にまで徐々

に上げていく移行期間を設けるべきだという考えでした。私は、OECD 金融調査課長から

１９７４年末に日銀に復帰した後、発足後間もないＢＩＳ規制監督委員会の委員を約５年

間やりましたが、自己資本比率規制の決定を見る頃は３度目の OECD 勤務中でした。株式

の含み益が自己資本のテイア２にカウントされると、株価の変動が邦銀の自己資本の変動

そして与信態度の変化を通じてマクロ経済を不安定にする傾向が生ずるのではないか、と

私は懸念しておりました。この点については、東アジア危機発生直後の私の講演でも指摘

したところですが、また、OECD 副事務総長として国際決済銀行に出張し、問題提起をい

たしました。

　今度新たに提案されている規制案はどうか。私はかなり懐疑的な目で見ています。イン

グランド銀行のクレメンテイ副総裁は信用秩序担当です。イングランド銀行は嘗て持って

いた個別銀行の検査権限を失いましたが、信用秩序維持のため引き続き重要な任務を果た

しておりまして、同行の半年報「金融安定報告」は、「物価報告」と共に、極めて質の高

いリポートだと、私は評価しています。日本でも、こうした報告書が定期的に出されるよ
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うになるとよいと、金融庁および日銀の最高幹部に意見具申をしたことがあります。

　話が少し横道に逸れましたが、この報告書の最高責任者であるクレメンテイも、BIS 自

己資本比率規制には、景気の下降局面において銀行の与信態度を上昇局面に較べてより厳

格なものとすることによって景気循環を増幅する傾向（プロ・シクリカリティ）があると、

懸念を表明しています。勿論、BIS 規制がなくても、仮に景気下降期に業績の悪化した企

業に対して個別銀行の検査担当官が厳格な融資態度をとるよう銀行指導を強めたとします

と、そして、同様の指導が他の銀行でも同時に行われたといたしますと、合成の誤謬が生

じ、景気は更に悪化し、銀行組織全体としてのバランスシート問題が発生しかねません。

こうした「プロ・シクリカリテイー」の問題は、中央銀行が合成の誤謬に伴うデフレ効果

を正確に把握して、それを相殺するような金融緩和政策を採れば解決する、という反論が

理論的には一応可能です。しかし、オーソドックスな国内金融緩和政策手段を使い果たし

てしまった日本の場合、こうした反論は有効とは思われません。私は、結局のところ、金

融庁と日銀がマクロ的配慮と個別金融機関の健全化指導とのバランスの取り方についてう

まく連繋をとらないと、大変なことになるのではないかと心配しています。それと同時に、

先程申し上げたとおり、バランスシート問題に悩んだ欧米諸国の経験にも鑑み、国際開放

経済の枠組みの中で通貨調整による日本経済のジャンプ・スタートがこの問題の解決の一

つの糸口となることにも考えを及ぼすべきだと思います。また、米国経済のスローダウン

が目立つなか、欧州経済の拡大持続とユーロの対円および対ドル相場の回復が日本経済、

世界経済の運営に極めて重要になってきました。今週末からの欧州滞在中に、欧州中央銀

行や国際決済銀行で日本の経済政策運営に関する講演をする際にも、また主要国中央銀行

の総裁以下、最高幹部と個別面談をする際にも、BIS 自己資本比率規制の問題や欧州の経

済政策運営のあり方について、これまた「もし私が現在 OECD チーフエコノミストであっ

たらば、何を提言するのか」という観点から意見を申して来ようと考えております。

　まだ時間が少し残っているようですので、構造改革に関連して、時間配分の関係上、申

し上げなかった点に触れさせて頂きます。日本の大臣が海外出張に行かれても、１日、２

日の短期滞在で外国の事情を視察し帰国するというのでは、庶民の経済福祉のために、例

えば欧州先進国が何をやって来たのか、本当のご理解を頂けないのではないでしょうか。

例えば、北欧諸国の高齢者比率の水準は現時点では日本よりも高いにも拘わらず、経済福

祉水準が高い。何故でしょうか。これらの国に較べると、例えば日本女性の労働市場参入

比率が、特に結婚して子供を育てる時期に、極端に低いことが気になります。人口高齢化



43

の中で、日本においても職業人としての女性の一層の活躍を図ることも大切です。女性の

更なる労働市場参入を促すには如何なる態勢を整えるべきか、男性側がなすべきことは何

か、こういうことも含めて、抜本的な見直しが必要ではないでしょうか。

　愛する日本が、そして日本人が、自信を喪失したように見えて、本当に残念です。しか

し、今からでも改革は決して遅くない。私達の子孫のことを考えましょう。そして、力を

合わせてやろうではないですか。

近藤　今日は強烈な重原節に、「重原節」というとパリ仕込みの先生に失礼かもしれま

せんが、完全に引きずり込まれる感じでした。「政治がしっかりせよ」とおっしゃった。

ただ、私は最近見てみますと、何か、政治が経済に引きずり回されている感じがする。経

済のマーケット・メカニズムが全てよかったら、それでもよかった。だけど、それでだめ

だから、マルクスが出て来て、それも極端だからケインズになっていったと言える。今、

景気が悪い、悪い、と言っています。確かに前のようにモノが売れない。しかし、本当に

今必要なのは、背広だ、ハンドバックだ、何だと、そういうプライベート・コモディティ

ーズじゃないと思うんです。それらはもうあり余っちゃっている。だけど、さっき重原さ

んがおっしゃったように、例えば電線地下化を含めて、大切なのはパブリック・コモディ

ティーズなのです。私はかつて文部省政務次官をした時に、東大精神病棟が学生達によっ

て封鎖され、私は労働者風に変装して中に入ったことがある。そしたら、あそこはノーマ

ルな人が行ったって精神病になっちゃうぐらいの陰惨たる雰囲気です。まさに、陰惨たる

雰囲気なんです。最近ちょっと覗いてみたんだけど、あまり変わってない。だから、もっ

ともっとやんなきゃならない無限の需要が日本社会にあるのです。それをしないで、地域

振興券を出して、実質、必要がないものを買わせる形によっての景気回復が本当にいいの

か。そんなことをやっていったら、日本も地球もどうなるのか、と思う。大事なことはパ

ブリック・コモディティーズをどう供給するか。それは財政でなくたっていい。だから、

ＰＦＩという形で、プライベート・イニシアティブでお金を巻き込んでやればいい。そう

いう形で本当に必要なものを供給することにもっと本格的に取り組まなきゃならないので

す。

　私は小泉純一郎さんとは長い友人です。彼を非常に買っている一人だけれども、一本調

子の構造改革では、構造改革、確かに格好はいいけれども、その先がどうなるのか、よく

見えないと思うのです。まず、本当に日本人が豊かで安定生活の出来るような、きちんと

したターゲットを作って、そのために経済を上手に利用すればいいんです。そのためにマ
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ーケット・エコノミーがよければマーケット・エコノミーでいい。そのために、財政投融

資がいいのなら、それでやればいいんです。プロセスなんかどうでもいい。何をするかが

大事です。目標をきちっと決めずにプロセスの議論だけしているのが今の日本の現状です。

不良債権の処理も大事だ。その不良債権処理のための不況が、町田さんもおっしゃったけ

ど、拡がっていったら、それでいいのでしょうか。

　重原　最後にもう一つ。私は、永年の国際機関勤務を通じて、外国の政府・中央銀行

の経済政策企画・研究部門だけでなく、民間金融機関や一流企業の経済研究所や調査部門

といったところも、それなりに見て参りました。日本に帰ってきて見ますと、大変寂しい

ことがあります。それは、日本には経済研究所の数というのはものすごく沢山ありますが、

米国であれば全米経済研究所（NBER）とか、ブルッキングス研究所とか、欧州だったら経

済政策研究センター（CEPR）等、そういうところに太刀打ちするものがないよう見えると

いうことです。

　中央銀行における政策研究はどうか。私のみるところでは、日本銀行がターゲットにし

なければならないのは、米国連邦準備制度（ＦＲＢ）、欧州では、欧州中央銀行はまだ発

足後間もないですので別とすれば、やはりイングランド銀行の調査部門だろうと思います。

インフレ目標導入の本来の効用については、先ほど申し述べたように、色々論議しなけれ

ばならないと思いますが、少なくとも副次的なメリットがあったように私は考えておりま

す。それは、中央銀行が、公表するかしないかは別としても、以前よりも精緻な形でイン

フレ見通しについて数字を置いてみる必要に迫られ、否が応でも調査部門の強化をしなけ

ればならなかったことです。イングランド銀行のホームページをご覧になると、お分かり

頂けますが、計量モデル分析も、勿論色々限界はありますが、強化されるようになりまし

た。もっと精緻な経済分析に基づいて政策を立案し、実績を事後検証する態勢にならなけ

れば、インフレ目標政策の説明責任（アカウンタビリティー）は全うされません。もっと

も、このことは、仮に中央銀行がインフレ目標を導入しない場合でも、言えることです。

私は先程、嘗て日本銀行がマネーサプライ目標を導入することには反対したと申しました

が、それは日銀の説明責任を軽視したわけでは毛頭ありません。財政政策についても、よ

り精緻な、数字を置いたマクロ分析を基にも政策論議が行われなければなりません。

　ここで、私の提言です。皆様は今、民間の研究所なり、企業の現場においても大変重要

なお立場にある方々です。これだけの英知のあるお方が我が国にはおられながら、財政・

金融政策、さらには構造政策のあり方について、何故もっと分析的な政策提言ないし政策
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実績の事後検証が組織的・横断的に行われないのか？私は非常に残念に思います。どうか

お願いします。所属しておられる機関の活動にそれぞれの色々な制約があるのかと存じま

すが、それを乗り越え、日本経済全体のことを考え、より良い政策の立案に貢献しようで

はありませんか。（完）


